
返信メールが欲しかった

毎回、所属柔道連盟から届く連絡がLINEだったりファックスだったり、また締め切り直前だったりと連絡系

統が不徹底です。できれば都柔連からダイレクトで案内が届く方が助かります。一斉メールとかLINE@などが

あると便利です。申し込みもGoogleフォームを通じてダイレクトに申し込めると助かります。

満足
68%

普通
31%

不満
1%

本日の講習会を受講していかがでしたか

満足 普通 不満

満足
47%

普通
50%

不満
1%

その他
2%

本講習会に係わる通知や申込方法はいかがでしたか

満足 普通 不満 その他



一回で5ポイント

一度の講習で更新扱いにしてほしい。ポイント制はサラリーマンにはキツイです。

端数のポイントを埋めるシステムが欲しいです。オンライン講習、Webでのテスト提出等などで

1日講習で5ポイント

部分的に参加できる形態だと無駄なくポイントを獲得できてよいかと思います。

１時間1ポイントで必要ポイントに応じて受講できる

受講するポイントを選べるようにして欲しい

項目によるポイントが望ましい

WEBでの受講も可にして、1時間1ポイントから選べると助かります。

現状で良い

1年に1回行けば終わるようなポイントの日を希望

1コマごとのポイント制にしてほしい

午前3時間3ポイント　午後4時間4ポイント

1時間10ポイント　皆、仕事をもっていて時間的に余裕がないため。

6～8時間6～8ポイント

1回5ポイント

半日で4ポイント　AM10:00位から

2回10ポイント

2回10ポイント

1時間1pt
16%

2時間2pt
38%

3時間3pt
18%

4時間4pt
21%

5時間5pt
7%

望ましい時間・ポイント数

1時間1pt 2時間2pt 3時間3pt 4時間4pt 5時間5pt
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その他：昇段のための形講習会

その他：審判法

柔道指導者としての振る舞い

（暴力行為等の根絶・礼節と道徳性の価…

柔道の歴史

柔道の体力トレーニング

対人技能（連絡技・変化技等）の指導体系

固め技の指導体系

投げ技の指導体系

柔道場での救急処置

基本指導

ジュニア期とシニア期の柔道指導の基本

柔道の安全管理・安全指導・事故予防策

希望するカリキュラム

受講する
81%

受講しない
12%

その他
7%

1pt・2ptの講習会を実施した場合

受講する 受講しない その他



【1pt・2ptの講習会を実施した場合へのご意見】

2ポイントなら受講する

1時間1.5ポイント

仕事のため、講習会に参加できる日が限られている為

柔道をポイントとしてとらえていない。柔道は人間形成に役立つ素晴らしいもの。ポイント？ポイントがあっ

ても事故はおこる。

ポイント取得義務があるので、そうなれば受講します。

まとめた時間でポイントがほしい

足りないポイントを補填できるから

何度も受講にくるのは大変

時間より内容で判断すると思います。その意味では受講の可能性有りです

都合による

本日の講習会へのご意見ご感想をお聞かせください

指導者に必要な知識を教えていただけてよかったです

今回も固技や体力トレーニング、審判法などためになった

固め技の講習では考え方が変わりました

スムーズにすすんで良好な講習会でした

とても参考になりました

生徒に教えたい内容がたくさんありました

有意義なものだった

小室先生の固技は特に良かった。もう少し時間をいただきたかった。

講師の先生方、お疲れ様でした。

小室先生の固技の指導が素晴らしかった。逃げ方や防御など少年指導に活かしていきたい。

本日はありがとうございました。講師の方々、全員分かり易く、ためになりました。

全てのコマにおいて分かりやすく為になる講義でした。

新しいこともあり、役に立った。

実技の実習時間がもう少し欲しい

固め技の講義は参考になりました。

非常に為になることが多くて良かった。

普段、気が付かなかったこと、学べました。

新しい知識を多く得られた。

たいへん良かったと思います。

わかりやすい講習内容とそうでないものがあった。全体的には良い内容だと感じた。

色々な内容であきなかったので良かったです。

通知や申込方法：わかりずらい

最新のトレーニング方法を教えてほしかったのに発表ばかりさせて、何一つ最新のトレーニングを教えてもら

えなかった。意味のない時間でした。

大変勉強になりました。

大変わかりやすく参考になった。

固め技の講義はすぐに実践しようと思いました。またこのような講義を受けたいです。

大変勉強になりました。

固め技指導が特に良かった。

救命処置の手順を忘れていたので確認できてよかった



本日の講習会へのご意見ご感想をお聞かせください

聞き取りやすく、わかりやすい講習会だったとおもう

小室先生の固め技の基本動作について今後練習に取り入れて寝技及び固め技への向上を行っていきたいと思い

寝技の打込み方法等、色々知れたので良かった

グループにわかれての取り組みはとても良かった。グループに分かれたことでいろいろな意見を聞くことがで

きたので良かった。

1時間と言う短い中で大変わかりやすい講習でした。

内容はとても良かったですが4時間の座学はつらいです。1時間ごとに講義内容が変わるのは良かったです。

実技指導の際、講師の方をスクリーンに映してもらえると判りやすかった。

以前より受講者目線が進んで、参加しやすくなっていると感じました。ありがとうございます。

グループワークなど工夫されていたと思います

小中学生の体力の付け方、楽しくて苦しい練習の仕方など色々と報告する。各道場の練習方法の報告

ルール変更、新ルールについては為になる（ルール変更が多いため）

換気で窓を開けないのが気になった。

自分たちで考える講習もあり有意義でした。

それまでに無い事や新しい事も知ることができました。

様々なディスカッションが出来てとても参考になりました。

実技面で学べたことが多かったです。

新しい知識を学ぶことが出来ました

オンライン講習ポイントもお願いいたします

グループでの実技講習時間をもう少し長くして欲しかった

映像等分かりやすく解説していただき分かりやすかった

柔道着の持参を無くして欲しい

密集しており窓も開いていないので感染症が心配だった

知らなかったことを学ぶことができた

全体的に勉強になり今後に活かします

パワーポイントの画面が見づらい

良かった

非常に貴重なお話が聞けて良かったです

数年ぶりに受講出来て良かったです。

大変勉強になりました。年1回は受講していきたい。

様々な講師の内容で為になった

大変勉強になりました。特に救命処置について確認できました

午前のみのカリキュラムで丁度良かった

柔道場での救急処置として頭部や頸椎の事故についての対処も教えていただきたかった

受講者多数であったせいか、あまり活動的ではなかった。

各プログラム大事な項目であり大変勉強になった

手話の説明がとても興味深かったです。また意見交換、身体を動かす、動画を使った説明で分かりやすかった

です。最後まで集中出来ました。

時間配分を含めよかったと思います。午前講習は良いです

柔道場での体力トレーニングに関してはグループディスカッションではなく具体的な新しいトレーニング方法

を知りたかった。

良かったと思います。

4時間、道場に安座しての受講は若い人であっても負担が大きいように思います。自分から動くべきでした

が、休憩の時に換気した方が良かったと思いました。指導する側は頭にセットするマイクがあると良いと思い

それぞれの講師の先生が、とても工夫された内容で、他の先生方とのコミュニケーションをとりながら受講で

きたので、楽しかったです。



本日の講習会へのご意見ご感想をお聞かせください

先生方の指導法や意見を聞けて勉強になりました

先生方の講義、大変有意義でした。ありがとうございました。もっと学びたいと思いました。

高橋先生からの今後の講習会の新しい情報が得られた事は、良かったです。

できるものは動画受講にしてほしい。

今回の講習会では、腰痛持ちにも配慮が感じられ、受講中に立ち上がり(もちろん、最後列で)、足を伸ばす行

為を認めて頂き、ありがとうございました。

ディスカッション形式は不要に思う

新しい情報、再確認事項、指導者としての心構えなどとても勉強になった。

柔道着はいらなくオンラインでも可能かと思います。

体力トレーニング方法は前回と全く同じ内容と聞き、費用対効果はない。

証明書の配布がもたついていた。

今後の講習会へのご要望をお聞かせください

指導者が背中をついてしまう場面では身体の大きな先生が立って見てしまうと後ろは全然見えません。スク

リーンに写していただきたいです。審判法の講義では打合せ（実技）が大切だと思います。

立技の指導講習もやってほしい

足腰が痛くなるので椅子の受講にしてほしい

できましたら2時間～3時間の講習会の時間で終了でやってもらいたい

回数を増やしてほしい

もっとYouTubeを活かした講習会を増やして欲しい。審判のジェスチャー等もリモートでいつでも見られると

有難いです。

今日は、あっという間でとても興味深い内容でした。

オンデマンドでお願いします。

今回の固め技の指導のような講習を増やしてほしい。

日程の増（選択肢）

柔道着を着ているので、もう少し実技を多くしてほしい。

乱取技、形等のもっとくわしい指導要綱を出版してほしい。

今まで通りの方法でいいと思う。

現状でいいです。

講習会への出席歴が簡単に確認できるようになればいい。

受け身の指導法

コロナ爆発する可能性あり。YouTubeでの講習会を今後はのぞむ。

柔道に必要な体力要素でディスカッションも大事だと思いますが、最先端のトレーニング方法等の紹介や指導

方法が学べると良いと思います。

小室先生の指導法を聞きたい。

日程を増やして欲しい

立ち技の基本指導について

固め技の指導が勉強になりました。次は投げ技の指導を勉強したいです。

役に立つ話をしてほしい

地べたでの受講は体への負担が大きく受講が辛かった

今回の1時間、1コマではなく小室先生の講習を2時間やってもらうともっと色々な指導をして欲しい。

座学と技の指導は別の日にして欲しいです。座学は椅子にして欲しいです。

今日のような講習がいいと思った

実技指導が多いといいです

柔道人口の増やし方の方法

2～3時間の選択肢も準備して欲しい



今後の講習会へのご要望をお聞かせください

ポイントに見える化をお願いします

動画を見てみたいです

オンデマンドの機会を増やしていただきたい

Zoom、チームス併用などオンライン講習をお願いします

回数を増やして欲しい

資料提供を増やして欲しい

大きい会場でやるのも良いと思う

オンライン講習も受講できるようにして欲しい。4年に1回だけ講義を直接受けて残りはオンライン等のバラン

スを取ってほしい。

コロナが落ち着くまでは動いたりする講習はやめた方がいい

1回で全てのポイントがとれるようにして欲しい。

1時間2ポイントでお願いします。また、YouTube等をうまく使ってほしい。

安全指導の講義が欲しかった

講習会を多く開催していただき受講しやすい環境を整えていただきたくお願いいたします。

定員による締切で受講できないかと思いました。緩和されていくといいと思いました。

コンプライアンスや安全指導等は同じ内容を広く伝えなくてはならないことからWeb受講をするようにしてい

ただけたら1時間1ポイント、2時間2ポイントと付与しやすのではないでしょうか。

トレーニングを含め指導法（具体例）を共有できるとありがたい

ポイント制をやめてほしい。

受講者数をもう少し絞っていただけるとよいです。感染予防のみならず、授業参加の活性化につながると思い

実践しながらの講習の方が分かりやすい

講習員の方が動作をしながらの説明がマイクでしにくそうでしたので、ヘッドセットのインカムを用意すると

ご指導がし易いかと思います。

座学ならシビックセンターで、柔道着着用ならインナーもしくは上着を認めて欲しい。今日はたまたま気候が

良かったが。

高齢の方などは、必要なポイントの軽減などの配慮が必要かと感じます。

各地域単位での講習会を実施して頂きたい

どの講習も必要な内容ですが救命講習はとても大切だと思います。普通救命講習は3時間の講習で資格を頂け

ます。例えば救命講習だけの講習会があっても良いと思います。同時に普通救命講習のライセンスをもらえれ

ば柔道の指導者は救命講習のライセンス保持者であるというアピールにもなりますし、もしもの時の対処に間

違いが出るのではないかと思います。https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/life01-1.htm

オンラインで実施可能な項目に関しては、e-learning などの方法で良いのかと思います。

年三回より時間が有れば回数を増やしてほしい

今回は久保田先生の講義の中で他の先生方と交流することがてきましたが、今後もこういった機会があると嬉

しく思います。

新しい情報の共有をお願いしたいです。

必要がない限り動画受講を希望。

準備が大変かと思いますが、椅子に座席しての受講ですと助かります。今回、椅子をご準備して頂きました

が、ご年配の先生方を差し置いて、自分で準備して座ることに気が引けました。

多摩地区でも開催してほしい

柔道場でのおこりうる危険について

日曜日を利用し、遠方から来る人も多数いるためオンライン受講も行なって欲しい。

更新の為の講習会でなく、柔道指導の為の講習会にしてほしい。小室先生の内容以外は既知であった。

様々な講習を学びたい。



柔道の普及のために必要な活動は何だとお考えですか。

もっとネットやテレビで興味を持ってもらう

メディア

公立中学校における柔道部を増やすこと。中学校に部活がなく、やめてしまう生徒がいる。

魅力ある町道場が必要。野球でもサッカーでも地域に根付いたチームが裾野を広げている。柔道普及のカギに

なると思う。

テレビでの放送を増やし、目にふれる機会を作る。

JリーグやBリーグなどの大学後の出口（企業先）

ネットや動画など、知らない人でも楽しめるコンテンツを活用して、まずは興味を持ってもらう。

少年柔道大会の増加（体重別）、合同練習の増加（レベル別）

分かりやすさ、潔白さ。

プロ化

少年柔道による底上げ

発信、子供への普及、継続的

試合の勝負に重きをおかず、嘉納治五郎師範の教えを伝えて行くこと。

積極的な広報活動。私も少年柔道を指導していますが、生徒から生徒に声かけ等をしてもらったりして見学に

来てもらって興味をもってもらえるようにしたい。

PR

各所属間のつながりを広げてもらいたい。

学校などでの広報活動

子どもの柔道の普及

ジュニア指導育成

地道な取り組みがもっと必要だと思う。試合ばかりに走らないよう適切な指導を積み重ねてゆくことが大切だ

メディア利用等、SNS利用等

柔道は普及させるためにするものではない。柔道は心を鍛え、体を育て、技を磨く。人生そのものである。た

だ、普及させるのは問題である。だから、事故や事件が起きる。

地域活動とメディアへのアピール

一般の人に柔道の良さ・楽しさを伝えていく。

テレビ、アニメやドラマ等に柔道要素があると普及につながると思います。

やれる環境（道場等）　やりたいという話はよくあるが、時間や場所の環境が整っていない。

様々なメディアへの露出。安全安心な指導カリキュラムの作製。伝統を守りつつ自由な発想を取り入れる土壌

づくり。柔道連盟に外部の人を入れ活性化する。

柔道教室をやってほしい。

誰でも参加しやすい大会を多く企画する

他団体とのコミュニケーション

楽しい柔道及び試合での勝つ喜びを知れる柔道界にしていきながら活動、指導して行きたいと思う

トップ選手による普及活動

資格をなくして誰でも教えていいようにする

ルールを変更しない

テレビ等で広く広報していくことは大切だと思う。その際、試合だけでなく形や練習風景などを流すことで柔

道に対するイメージを変えることも大切なのではないかと思う。

もっと気軽に柔道が出来る環境があれば良いと思います。

柔道の安全性を確立して、それを発信すること。

TV出演

手軽に始められる環境を作る。

地域での宣伝活動

巾広い年齢の人が練習、柔道を楽しめる環境を作る。



柔道の普及のために必要な活動は何だとお考えですか。

ボトムアップとトップダウンを上手に組合せたいです

柔道未経験者への普及活動は小中学生の様なお子様と同時に親御さんにも一緒に理解してもらう活動も必要。

魅力的な選手の育成

柔道のできる増やす

子どもたちへの指導方法

安全管理

柔道は危険ではなく、受け身などをしっかりすれば楽しいと言うことをアピールしていくこと。

文武両道を定着。指導者・選手全員が品格ある言動を徹底（紳士的態度）

柔道、受け身や座礼等、体操着で小学校でも授業として組み入れる必要がある。

柔道教室の経営を全国基準を作って、活性化するように基準やノウハウを作って欲しい。中学の部活動指導の

移行する方法。

身近な現役選手の講義等

もう少しテレビ等の宣伝が必要だと思う

教える先生の拡大。中学高校での義務教育

楽しいものだということを伝える

中学校の部活動を増やす

小学生の時から授業での受け身だけでも練習していくこと。

教育課程の見直しによる柔道人口の増加を願いたい

柔道マンガ、柔道ドラマ等の制作。福原愛の道場で卓球がメジャーになっていったようにヒーロー、ヒロイン

の登場も大事。

大きな試合のテレビ中継

道場に出る、大会を観戦するなど常に接することが重要。

形と乱取りは両軸と言われているが形を指導できる指導者がいない。指導者がいない=競技者が方をやらない

となってしまう。

始めてやる人を増やすため柔道の素晴らしいところ、楽しいところを伝えて行く

低年齢の選手の指導

交流

もう普及してるがYouTubeが気軽に視聴できていいと思う

柔道によって体力、人徳など承認欲求を満たされる人を増やすこと

有名選手が積極的に来て欲しい。集めるのでなく

柔道を始める際の恐怖感や不安を払拭することともっと楽しめる環境整備が必要かと思います。

強化、競技とは切り離して親子参加型のイベントや、フィットネス要素のある柔道をアピールしていけたらと

思っています。

柔道人口を増やすこと。スポーツジムに行くような感覚で、柔道を誰でも気軽にできるようになること！

柔道で何を教えられるかということを指導、広報できる人材を育てる

柔道指導者への支援

安全で楽しい柔道を考えています。

初心者の練習会

普及に関与する指導者の支払う料金の見直し。投げ込みマットを安く開発し、痛い柔道を始める事へのハード

ルを低くする。

色々なレベルでの柔道教室があるといいと思います。

受け身の効果、柔道をやる事によって身体に起きる変化など、子どもからだけでなく大人からでも始められる

ような楽しさ魅力を伝える。

オリンピック選手、勝てる選手を育成するのはもちろん大切だが末端である、町道場を活性化させる。

全柔連登録無料。地域に根差したコミュニティー柔道教室。

テレビ等でやる大きな大会での告知


