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1

指導者マイページ利用マニュアル（受講者向け）

1.指導者マイページ登録・ログイン・・・22.養成講習会申込・・・・・・・・・・・・・・・・113.指導者マイページ活用方法・・・・・・・264.共通科目・専門科目免除申請・・・・・27

日本体育協会のホームページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）から
「スポーツ指導者マイページ」をクリック

1.指導者マイページ登録・ログイン

2
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ログイン画面が表示されます

3

・日本体育協会公認指導者資格（※）保有者

≫5ページへ
※日本体育協会公認指導者資格とは下記の資格を指します。

指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ、教師、上級教師、スポーツ栄養士、

スポーツプログラマー、ジュニアスポーツ指導員、アシスタントマネジャー、

クラブマネジャー、アスレティックトレーナー、スポーツデンティスト、

スポーツドクター、フィットネストレーナー

（ただし、公認スポーツリーダー（スポーツ少年団認定員）は除きます）

・日本体育協会公認指導者資格（※）非保有者

・公認スポーツリーダー（スポーツ少年団認定員含む）

のみ保有

≫6ページへ
4
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①

②

①マイページIDに、登録番号（7桁の
数字）又は登録されているE-mailを
入力。

パスワードに、ご自身で設定したパ

スワードを入力。→「ログイン」をクリック→講習会の申込を行います。
（11ページへお進みください）
②パスワードを忘れた方は、「パス

ワードをお持ちでない方、パスワー

ドを忘れた方はこちら」をクリック→パスワードを設定いたします。

◆日本体育協会公認指導者資格（ただし、公認スポーツリーダー、スポーツ少年団

認定員は除く）保有者

5

「指導者マイページ」のアカウント登録を

行います。

「アカウントを持っていない方はこちら」

をクリック

◆日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者資格非保有者及びスポーツリーダー（スポーツ

少年団認定員含む）のみ保有

6
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登録画面に必要事項を入力し、

記載内容を確認後、「同意する」に

チェック入れ、「同意して登録する

（確認画面へ）」をクリック

※必須項目を入力しないと次ページ

へは進めません。

内容に間違いがなければ「登録する」をクリック、メール送信完了の

画面が表示されます

8
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指定のメールアドレスに「mail@my.japan-sports.or.jp」より、本登録用メールが
送信されますので、青い文字のURLをクリック

≪メールが届かない場合≫

・迷惑メールに振り分けられていないか確認をしてください。

・メールを確認できない場合、本登録ができませんので、アカウントを一旦削除する

必要がありますので、実施団体に連絡をしてください。 9

アカウント登録時に設定したパスワードを入力し「本登録を行う」をクリックすると

指導者マイページの登録完了です。別途、本登録確認のメールが届きます。

ログイン画面より、ログインID、パスワードを入力してマイページにログインしてくだ
さい。

＜本登録確認のメール＞
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≫指導者マイページのトップ画面より、「資格を取りたい(養成講習会等)」をクリック

≫「養成講習会を探す」をクリック

2.養成講習会申込

11

≫資格を「指導員」、受講する競技名にチェックを入れ、「検索」をクリック
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表示される養成講習会の「詳細」をクリック

当該年度の養成講習会の「詳細」をクリック

※募集している講習会がない場合は、講習会情報は表示されません。

13

≫講習会名、金額等の内容を確認の上、画面下の「申込」をクリック
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15

≫講習会によっては、認証コードが求められる場合があります。

認証コードについては、各実施団体へお問合わせください。

≫講習会の説明文の下部に申込内容

が表示されます

≫個人情報には、既に登録されている

住所等が表示されます。変更がある

場合は「個人情報を編集する」をク

リックし、変更してください

≫連絡先情報の「携帯ＴＥＬ」、「携帯email」は緊急時に必要な連絡先とな
りますので、必ず記入ください

※緊急時以外は使用いたしません

16
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≫共通科目・専門科目の免除申請を行います

●免除の実施：「する」・「しない」のいずれかにチェック

●共通科目：該当するものにチェックをいれ、必要事項を入力

●専門科目：該当するものにチェックをいれ、必要事項を入力

17

共通科目を免除できる方は以下の資格をお持ちの方のみです。

・日本体育協会公認指導者資格（※1）保有者
※1：指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ、教師、上級教師、スポーツプログラマー、
フィットネストレーナー、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、

ジュニアスポーツ指導員、アシスタントマネジャー、クラブマネジャー

・免除適応コース共通科目修了証明書取得者

・その他の資格

スポーツリーダー、スポーツ少年団認定員、レクリエーションコーディネーター、

野外活動指導者1級（オリエンテーリング・ディレクター/キャンプディレクター/
サイクリング・ディレクター/ホステリング・ディレクターいずれも1級）、
健康運動指導士、一部の免除適応コース承認校（大学）を卒業（※2）
※2：詳細は、http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/226/Default.aspxをご確認ください。

※共通科目・専門科目共に、「現在受講中」、「取得見込み」、「認定保留」の方は

免除できません。

≪共通科目Ⅰの免除について≫

競技団体独自の養成講習会等において、指導員の専門科目と同カリキュラムを修了し

ている方は専門科目を免除できます。

詳細は、日本体育協会ホームページよりご確認いただけますhttp://www.japansports.or.jp/coach/tabid/225/Default.aspx#senmen

≪専門科目の免除について≫

18
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②免除適応コース共通科目修了

証明取得者の方はこちらをチェッ

ク

※免除書類の添付が必要

③上記資格以外の資格をお持ちの方

はこちらをチェック

例：スポーツリーダー、スポーツ少年団

認定員、健康運動指導士、レクリエー

ションコーディネーター

※免除書類の添付が必要

共通科目の免除申請方法
①日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導

者資格（スポーツリーダーを除く）

をお持ちの方はこちらをチェック

※免除書類の添付は不要

①

②

③

≫該当する免除項目①～③のいずれ

かにチェックをいれます

19

※添付する書類はpdf
データや写真データ等を

添付してくだい。

≫添付書類の「追加」クリック

≫「ファイルを選択」をクリック

ファイルを選択する画面が表

示されますので、保存したファ

イルを選択し、添付

≫ファイルを2つ以上添付する場
合は更に「追加」をクリック

≫添付が完了したら、「確認」をク

リック

免除書類の添付の仕方

20
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専門科目の免除申請方法

②その他の理由で免除を申請する場合

はこちらに記入

※免除書類の添付が必要

①専門科目の免除に該当する資格

をお持ちの方はこちらに記入

※免除書類の添付が必要

≫該当する免除項目①または②のいずれかにチェック

免除書類の添付方法は20ページ参照

①

②

21

≫スポーツ指導者の活動に関する調査に回答の上、下段の「確認」をクリック

22
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≫申込内容をご確認

の上、「確認」をク

リック

≫申込内容にお間

違いがなけれれば、

「登録」をクリック

申込は以上で終了で

す。

その後の手続き等に

ついては、各実施団

体へお問合わせくだ

さい。
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25

受講者の指導者マイページに、申込科目情報、講習会開催情報が表示されます

「指導マイページ」で講習会申込状況等の確認や登録情報の変更ができます！

＜申込科目情報のステータスの表記＞

・「申込中」：申込手続き完了を示す

・「受講中」：受講料の支払い手続が完了し、講習会の受講中であることを示す

＜講習会開催情報の状況の表記＞

・「未承認」：申込手続き完了、実施団体からの受講承認待ちを示す

・「本人への差戻し」：実施団体から申込内容に修正がありますので、詳細をクリックし、

再申請してください

・ 「承認済」：受講内定したことを示す

※実施団体によって、ステータス等の変更に時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。

※登録情報の変

更は「設定変更」

より変更できま

す

3.指導者マイページ活用方法

26
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27

4.共通科目・専門科目免除申請
指導者マイページにログイン後、

「資格を取りたい（養成講習会等）」

をクリック

「免除免除申請をする」をクリック

28

申請する資格、競技にチェック、検索をクリック

資格名を確認し、「申請」をクリック
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29

共通科目、専門科目の免除を行う。免除方法は、17ページを参照
手続を終えたら、「確認」をクリック、最後に「登録」をクリック

共通科目・専門科目それぞれ免除を行い、それ

ぞれ免除書類を添付すること

指導者マイページ上に

「免除免除申請情報画面」

が表示されます

日本体育協会が確認を行

い、申請を受領すれば、

「承認済」になります

確認事項がある場合は

日本体育協会より連絡が

ありますので、内容をご確

認の上、再申請してくださ

い

30

※申請が承認されるまで、約1ヶ月～2ヶ月かかります
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指導者マイページ利用マニュアル（受講者向け）
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日本体育協会のホームページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）から
「スポーツ指導者マイページ」をクリック

1.指導者マイページ登録・ログイン

2
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ログイン画面が表示されます

3

・日本体育協会公認指導者資格（※）保有者

≫5ページへ
※日本体育協会公認指導者資格とは下記の資格を指します。

指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ、教師、上級教師、スポーツ栄養士、

スポーツプログラマー、ジュニアスポーツ指導員、アシスタントマネジャー、

クラブマネジャー、アスレティックトレーナー、スポーツデンティスト、

スポーツドクター、フィットネストレーナー

（ただし、公認スポーツリーダー（スポーツ少年団認定員）は除きます）

・日本体育協会公認指導者資格（※）非保有者

・公認スポーツリーダー（スポーツ少年団認定員含む）

のみ保有

≫6ページへ
4
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3

①

②

①マイページIDに、登録番号（7桁の
数字）又は登録されているE-mailを
入力。

パスワードに、ご自身で設定したパ

スワードを入力。→「ログイン」をクリック→講習会の申込を行います。
（11ページへお進みください）
②パスワードを忘れた方は、「パス

ワードをお持ちでない方、パスワー

ドを忘れた方はこちら」をクリック→パスワードを設定いたします。

◆日本体育協会公認指導者資格（ただし、公認スポーツリーダー、スポーツ少年団

認定員は除く）保有者

5

「指導者マイページ」のアカウント登録を

行います。

「アカウントを持っていない方はこちら」

をクリック

◆日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者資格非保有者及びスポーツリーダー（スポーツ

少年団認定員含む）のみ保有

6
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登録画面に必要事項を入力し、

記載内容を確認後、「同意する」に

チェック入れ、「同意して登録する

（確認画面へ）」をクリック

※必須項目を入力しないと次ページ

へは進めません。

内容に間違いがなければ「登録する」をクリック、メール送信完了の

画面が表示されます

8
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指定のメールアドレスに「mail@my.japan-sports.or.jp」より、本登録用メールが
送信されますので、青い文字のURLをクリック

≪メールが届かない場合≫

・迷惑メールに振り分けられていないか確認をしてください。

・メールを確認できない場合、本登録ができませんので、アカウントを一旦削除する

必要がありますので、実施団体に連絡をしてください。 9

アカウント登録時に設定したパスワードを入力し「本登録を行う」をクリックすると

指導者マイページの登録完了です。別途、本登録確認のメールが届きます。

ログイン画面より、ログインID、パスワードを入力してマイページにログインしてくだ
さい。

＜本登録確認のメール＞
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≫指導者マイページのトップ画面より、「資格を取りたい(養成講習会等)」をクリック

≫「養成講習会を探す」をクリック

2.養成講習会申込

11

≫資格を「指導員」、受講する競技名にチェックを入れ、「検索」をクリック

12
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表示される養成講習会の「詳細」をクリック

当該年度の養成講習会の「詳細」をクリック

※募集している講習会がない場合は、講習会情報は表示されません。

13

≫講習会名、金額等の内容を確認の上、画面下の「申込」をクリック

14
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15

≫講習会によっては、認証コードが求められる場合があります。

認証コードについては、各実施団体へお問合わせください。

≫講習会の説明文の下部に申込内容

が表示されます

≫個人情報には、既に登録されている

住所等が表示されます。変更がある

場合は「個人情報を編集する」をク

リックし、変更してください

≫連絡先情報の「携帯ＴＥＬ」、「携帯email」は緊急時に必要な連絡先とな
りますので、必ず記入ください

※緊急時以外は使用いたしません

16
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≫共通科目・専門科目の免除申請を行います

●免除の実施：「する」・「しない」のいずれかにチェック

●共通科目：該当するものにチェックをいれ、必要事項を入力

●専門科目：該当するものにチェックをいれ、必要事項を入力

17

共通科目を免除できる方は以下の資格をお持ちの方のみです。

・日本体育協会公認指導者資格（※1）保有者
※1：指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ、教師、上級教師、スポーツプログラマー、
フィットネストレーナー、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、

ジュニアスポーツ指導員、アシスタントマネジャー、クラブマネジャー

・免除適応コース共通科目修了証明書取得者

・その他の資格

スポーツリーダー、スポーツ少年団認定員、レクリエーションコーディネーター、

野外活動指導者1級（オリエンテーリング・ディレクター/キャンプディレクター/
サイクリング・ディレクター/ホステリング・ディレクターいずれも1級）、
健康運動指導士、一部の免除適応コース承認校（大学）を卒業（※2）
※2：詳細は、http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/226/Default.aspxをご確認ください。

※共通科目・専門科目共に、「現在受講中」、「取得見込み」、「認定保留」の方は

免除できません。

≪共通科目Ⅰの免除について≫

競技団体独自の養成講習会等において、指導員の専門科目と同カリキュラムを修了し

ている方は専門科目を免除できます。

詳細は、日本体育協会ホームページよりご確認いただけますhttp://www.japansports.or.jp/coach/tabid/225/Default.aspx#senmen

≪専門科目の免除について≫

18
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②免除適応コース共通科目修了

証明取得者の方はこちらをチェッ

ク

※免除書類の添付が必要

③上記資格以外の資格をお持ちの方

はこちらをチェック

例：スポーツリーダー、スポーツ少年団

認定員、健康運動指導士、レクリエー

ションコーディネーター

※免除書類の添付が必要

共通科目の免除申請方法
①日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導

者資格（スポーツリーダーを除く）

をお持ちの方はこちらをチェック

※免除書類の添付は不要

①

②

③

≫該当する免除項目①～③のいずれ

かにチェックをいれます

19

※添付する書類はpdf
データや写真データ等を

添付してくだい。

≫添付書類の「追加」クリック

≫「ファイルを選択」をクリック

ファイルを選択する画面が表

示されますので、保存したファ

イルを選択し、添付

≫ファイルを2つ以上添付する場
合は更に「追加」をクリック

≫添付が完了したら、「確認」をク

リック

免除書類の添付の仕方

20
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専門科目の免除申請方法

②その他の理由で免除を申請する場合

はこちらに記入

※免除書類の添付が必要

①専門科目の免除に該当する資格

をお持ちの方はこちらに記入

※免除書類の添付が必要

≫該当する免除項目①または②のいずれかにチェック

免除書類の添付方法は20ページ参照

①

②

21

≫スポーツ指導者の活動に関する調査に回答の上、下段の「確認」をクリック

22
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≫申込内容をご確認

の上、「確認」をク

リック

≫申込内容にお間

違いがなけれれば、

「登録」をクリック

申込は以上で終了で

す。

その後の手続き等に

ついては、各実施団

体へお問合わせくだ

さい。
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25

受講者の指導者マイページに、申込科目情報、講習会開催情報が表示されます

「指導マイページ」で講習会申込状況等の確認や登録情報の変更ができます！

＜申込科目情報のステータスの表記＞

・「申込中」：申込手続き完了を示す

・「受講中」：受講料の支払い手続が完了し、講習会の受講中であることを示す

＜講習会開催情報の状況の表記＞

・「未承認」：申込手続き完了、実施団体からの受講承認待ちを示す

・「本人への差戻し」：実施団体から申込内容に修正がありますので、詳細をクリックし、

再申請してください

・ 「承認済」：受講内定したことを示す

※実施団体によって、ステータス等の変更に時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。

※登録情報の変

更は「設定変更」

より変更できま

す

3.指導者マイページ活用方法

26
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27

4.共通科目・専門科目免除申請
指導者マイページにログイン後、

「資格を取りたい（養成講習会等）」

をクリック

「免除免除申請をする」をクリック

28

申請する資格、競技にチェック、検索をクリック

資格名を確認し、「申請」をクリック
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29

共通科目、専門科目の免除を行う。免除方法は、17ページを参照
手続を終えたら、「確認」をクリック、最後に「登録」をクリック

共通科目・専門科目それぞれ免除を行い、それ

ぞれ免除書類を添付すること

指導者マイページ上に

「免除免除申請情報画面」

が表示されます

日本体育協会が確認を行

い、申請を受領すれば、

「承認済」になります

確認事項がある場合は

日本体育協会より連絡が

ありますので、内容をご確

認の上、再申請してくださ

い

30

※申請が承認されるまで、約1ヶ月～2ヶ月かかります


