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研修名：

各国研修員へのインタビューも歓迎です！（通訳同行）

独立行政法人国際協力機構

～日系社会とつながりの深い高知県にて 高知ファイティングドッグスと開催 ～

全体　2019年5月12日～6月13日

JICA四国は高知ファイティングドッグス球団株式会社と協力し、南米3カ国から
日系人の野球指導者を対象にした「野球指導者の人材育成」研修を実施します！

対象国（3ヵ国) ：

南米の日系社会に “日本式野球”をひろげよう！

高知　2019年5月20日～6月11日

研修期間：

日系社会研修「野球指導者の人材育成」

　　　　(写真：2018年度の研修実施の様子）

  南米では、キューバ式・アメリカ式の野球が主流となっていますが、現地の日系社会では、青少年育成の
ために、礼儀やチームプレーを重んじ、基礎・基本に忠実な日本式野球を求める声が多くあります。しかし、
日系人の世代交代が進むなか、日本式野球を指導できる人材が少なくなってきている現状があります。
　本研修では、中南米への移住者を送出した高知県で、四国アイランドリーグplusに所属するプロ野球球団
「高知ファイティングドッグス」にて、同球団の元プロ野球選手の指導者の技術・経験、科学的知識に基づくト
レーナーによる練習メニューなどのノウハウをいかし、野球指導の手法や地域密着型のチームマネジメント・
球団運営について学びます。
　高知県での研修では、知事表敬・議会表敬にはじまり、スポーツマネジメントや審判に関する講義、駒田監
督及びコーチ陣、女子プロ野球選手による実技指導、また、地域の野球チームとの交流などを行います。
  この研修にて、日系人の野球指導者が日本式野球を学び、日系社会とのつながりが深い高知県の人々と
の交流を通じて日本を知るとともに、帰国後に研修の成果を活用することで、南米の日系社会に日本式野
球が普及することが期待されます。

アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ

対象者 (6名) ： 日系社会の野球チーム指導者（監督、コーチ）

ぜひ ご取材ください！
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JICA四国センター 業務課 研修担当 （波多野・志垣）

【本件に関する問い合わせ先】

※日程・場所は変更となる場合がありますので、取材をご検討の場合、事前にご連絡をお願いします。

TEL　087-821-8826　e-mail：Hatano.Makoto@jica.go.jp

独立行政法人国際協力機構
PRESS RELEASE

研修プログラム★特におすすめのプログラム

形態 研修内容 研修場所（住所）
9:00 ～ 10:00 研修プログラム　オリエンテーション
10:00 ～ 12:00 講義 四国アイランドリーグplusとは

★ 13:30 ～ 13:45 高知県知事　表敬訪問 高知県庁

★ 13:50 ～ 14:20 高知県議会　表敬訪問 高知県庁

★ 14:45 ～ 16:45 討議 「各国の取り組み発表」 高知工科大学　永国寺キャンパス

9:00 ～ 12:00 講義 高知ファイティングドッグスとは コミュバ（高知市帯屋町2-2-14 OKAMURA帯屋町ビル
5F）

13:00 ～ 15:00 講義 スポーツマネジメントとは
15:30 ～ 17:30 講義 スポーツチームと地域のもたらす効果
12:00 ～ 16:00 講義 試合前練習
16:00 ～ 22:00 実習 興行としてのスタジアム運営
9:00 ～ 12:00 実習 合同練習の基本
13:00 ～ 17:00 実習 選手個別に対するケーススタディー

★ 10:00 ～ 12:00 講義 日本における女子プロ野球 コミュバ

★ 13:00 ～ 17:00 実習 野球教室　高知家ガールズ 東部総合運動場　多目的グラウンド

5/26(日) ★ 10:00 ～ 16:00 実習 高知県立室戸高等学校 室戸高校

★ 9:00 ～ 12:00 講義 「中南米野球と日本」「Giantsアカデミー」 くろしおアリーナ　会議室（高知市五台山1736-1 ）

★ 13:00 ～ 17:00 実習 Giantsメソッド 東部総合運動場　多目的ドーム

9:00 ～ 12:00 実習 合同練習の基本
13:00 ～ 17:00 実習 選手個別に対するケーススタディー
12:00 ～ 15:00 実習 合同練習の基本
15:00 ～ 16:00 講義 審判講習
16:00 ～ 22:00 実習 興行としてのスタジアム運営

★ 13:00 ～ 15:00 講義 アスレティックトレーニング
15:00 ～ 22:00 実習 公式戦におけるチーム首脳陣研修
12:00 ～ 15:00 実習 投手向け練習指導
15:00 ～ 22:00 実習 公式戦におけるチーム首脳陣研修
12:00 ～ 15:00 実習 野手向け練習指導
15:00 ～ 22:00 実習 興行としてのスタジアム運営

★ 9:00 ～ 12:00 講義 地域の課題とスポーツチーム スノーピークおち仁淀川（高知県高岡郡越知町片岡4番
地）

15:00 ～ 17:00 講義
「スポーツマネジメントにおける各国の課題解
決」 高知工科大学　永国寺キャンパス

11:00 ～ 14:00 研修の振り返り、まとめ コミュバ

15:00 ～ 17:00 講義 総合型地域スポーツクラブの活動
17:00 ～ 19:00 実習 タグラグビーキッズ教室

13:00 ～ 15:00 講義 スポーツビジョントレーニング講義 視力トレーニング教室 高知センター
（高知県高知市小倉町３−３０）

16:00 ～ 19:00 講義 オンラインスコア講習会 コミュバ

6/9(日) 9:00 ～ 17:00 研究の振り返り、まとめ コミュバ

6/10(月) 9:00 ～ 17:00 研修の振り返り、まとめ コミュバ

9:00 ～ 12:00 研修の振り返り、まとめ
13:30 ～ 14:30 評価会

★ 15:00 ～ 16:30 発表 総括レポート発表
★ 16:30 ～ 17:00 閉講式

6/6(木)

6/11(火) ちより街テラス（高知市知寄町2丁目1-37）

6/1(土) 高知球場

6/2(日) 高知球場

6/4(火)

6/5(水)
南国市スポーツセンター

5/29(水) 越知町総合運動場

5/30(木) 高知球場

5/31(金) 高知球場

5/22(水) 高知球場

5/24(金) 越知町総合運動場

5/25(土)

5/27(月)

日付 時刻

5/20(月)

高知県民文化ホール

5/21(火)
高知工科大学　永国寺キャンパス


