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指導者を探している団体 公認スポーツ指導者



指導をする場所を探している指導者、
指導者を探している学校・クラブ等の募集者が
それぞれをサイト上で検索しマッチングする機会を提供します。
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サイト概要

「指導者マイページ」未保有者

「指導者マイページ」＊保有者

「マッチング設定」なし

「マッチング設定」あり

「情報公開設定－公開」
（検索対象）

「情報公開設定－非公開」
（検索対象外）

公認スポーツ指導者

指導者検索
オファー

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録

募

集

＊「指導者マイページ」は資格保有者のためのインターネット
サービスで、利用にあたり手続きが必要です。

募集検索／応募

【指導者検索／オファーについて】
募集期間中のみご利用いただける機能です。
対象者は、当該募集の指導地域を「マッチング設定」
において指導可能地域として設定し、「情報公開設
定」を「公開」と設定した指導者のみとなります。
教育委員会は別途手続きいただくことで、指導者検索
機能を常時利用可能となります。

WEB選考



推奨環境・ご利用上の注意

スマホ・タブレットの場合
【Android】

Android5 以上
推奨ブラウザ：Google Chrome

【iPhone】
iOS5 以上
推奨ブラウザ：Safari
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PCの場合
【Windows】
推奨OS

Windows7、Windows8.1、Windows10
推奨ブラウザ

Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版

【Mac】
MacOS X v10.9 以上：Safari最新版

推奨環境

ご利用上の注意
⚫ 本サイトの利用は無料です。また、指導者が決定した際の仲介料等はかかりません。

⚫ 本サイトは、日本スポーツ協会及びその加盟団体等が指導者を紹介・派遣するものではありません。
また、本サイトの利用は、マッチングをお約束するものではありません。

⚫ 本サイトを利用するためには、利用規約に同意いただく必要があります。

⚫ 本サイトを利用することにより発生するいかなる損害・損失・トラブル等に関して、
理由に関わらず、日本スポーツ協会は一切の責任を負いません。

⚫ 本サイトの対象となる公認スポーツ指導者は、資格が認定されている方（サッカー、バスケット
ボール、スポーツリーダー資格を除く）で、「指導者マイページ」を保有されている方です。



マッチングの流れ
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日本スポーツ協会が申請内容
を確認
※申請から承認まで１週間程度かかります。

募集開始日になったら
「募集開始」をクリック

WEB選考した候補者に
連絡し面談・面接

最終選考が終了したら
本サイトに結果を反映



マッチングの流れ
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アカウント登録
募集内容入力・申請

公認スポーツ指導者

スケジュール例

3/1

募集

内容確認
（日本スポーツ協会）

3/8＊1

WEB選考

最終選考（面談・面接）

募集開始手続き3/10＊2

（募集内容の修正）

＊1 募集内容の確認は、迅速に対応いたしますが、1週間程度かかることもあります。
＊2 募集の承認日が募集開始希望日を過ぎている場合（例：希望日3/1、承認日3/3）、承認日が募集開始日となります。
＊3 選考に伴う候補者の連絡先は、募集期間終了後から確認可能です。
＊4 選考期間は、募集作成時に14日間か21日間のいずれかを選択いただきます。選考期間終了までに選考を完了し、
結果を本サイトに反映してください。マッチングが成立した場合、選考終了日以前でも
当該指導者による指導を開始することは問題ありません。

4/7＊4
最終選考（面談・面接）

募集検索
応募

指導者検索
オファー

選考結果の反映

3/1～

3/10＊2

3/24

～

3/24＊3

～



本サイトをご利用いただくためには
アカウントの作成が必要になります。
「公認スポーツ指導者マッチング」総合
トップページの「新規登録」から
アカウントを登録してください。

アカウント作成

5

https://my.japan-sports.or.jp/matching.html

https://my.japan-sports.or.jp/matching.html


必須項目（＊）を入力してくだ
さい。

依頼団体種別は
ご自身の団体種別を選択してく
ださい。

「登録内容の確認」をクリック
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アカウント作成
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「登録」をクリックすると、入力されたメールアドレス宛に自動的にメールが送信されます。
クリックする前に、mail@my.japan-sports.or.jpを受信できるようにご契約のプロバイダーや携
帯の設定をお願いいたします。

設定方法については、ご利用端末等によって異なりますので、ご契約のプロバイダーや携帯会社等に
お問い合わせください。

内容に間違いがなければ
「登録」をクリック
修正する場合は「戻る」をクリック

アカウント作成

mailto:mail@my.japan-sports.or.jp


メールが届かない場合
・まずは、迷惑メールフォルダに移行されていな
いかご確認ください。
・メールが届いていない場合は、別のメールアド
レスをお試しいただくか、一旦、アカウントを
削除する必要があります。
もしも、アカウント削除を希望される場合は、
「touroku@japan-sports.or.jp」まで
【団体名/担当者名/メールアドレス】を明記の上
ご連絡ください。
削除の対応には5日程度かかります。
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アカウント作成

アカウント新規登録のご案内メールを確認し
メール内の指定URLをクリック

mailto:touroku@japan-sports.or.jp


登録が完了すると
手続き完了のご案内のメールが届きます。
以上でアカウント登録は完了です。

9

アカウント

アカウント作成
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アカウント設定の際に設定された
メールアドレス、パスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

次回以降は「ログイン」ページをブック
マークに保存いただくか、
本サイト総合トップページ右上の
「ログイン」をクリックしてください。

アカウント作成



ログイン後、
左側のメニューの
「募集作成」をクリック

募集作成
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必須項目（＊）を入力
「募集タイトル」・「募集定員」
同一団体が異なる競技・資格の指導者を
募集する場合は、競技・資格ごとに募集を
作成してください。

「募集掲載期間」
募集の承認日が募集開始希望日を過ぎてい
る場合（例：希望日3/1、承認日3/3）、
承認日が募集開始日となります。
募集と選考（候補者の連絡先確認）は並行
して実施できません。募集終了日は、指導
開始希望日よりも前に設定してください。

「募集選考期間」
募集締切後から、指導者に連絡をとり面談
等により選考し、本サイトに選考結果を
反映いただくまでの期間となります。
選考期間終了までに選考を完了し、
結果を本サイトに反映してください。

マッチングが成立した場合、選考終了日以
前でも当該指導者による指導を開始するこ
とは問題ありません。

募集作成
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「指導種目」
テニス・ゴルフ・スキー
資格認定団体の関係で、それぞれ「テニ
ス」と「プロテニス」、「ゴルフ」と「プ
ロゴルフ」、「スキー」と「プロスキー」
の選択肢がありますのでご注意ください。

サッカー・バスケットボール
公認スポーツ指導者の情報をそれぞれの競
技団体が管理しているため、応募できるの
は、各資格とともに他競技などの公認ス
ポーツ指導者資格を保有している指導者の
みとなります。

選択肢にない競技・種目
「それ以外」の欄に具体的な競技・種目名
を入力してください。

募集作成
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「指導対象（性別）」
指導者に指導してほしい対象者の性別を
選択してください。

「指導対象（人数）」
指導者に指導してほしい対象者の人数を
記載してください。

「指導者性別」
募集する指導者の性別を選択してください。
※男女平等の趣旨やスポーツの競技特性
を十分に考慮の上、選択してください。

「謝礼」
可能な限り支給いただくとともに、
団体等にて既存の規定があり公開されてい
る場合は、その内容を確認できるURL等を
「謝礼に関する特記事項」に入力してくだ
さい。

14

募集作成



利用規約を確認の上
「同意する」にチェックし
「登録して申請」をクリック
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指導者が確認する画面では
募集者の連絡先が
表示されないため、
「その他コメント」欄に
適宜、問い合わせ時の連絡先や特記事項
(指導条件が完全に一致していなくても
問題ない旨など)を記載してください。

募集作成



内容を確認いただき、
変更がなければ
「登録」をクリック。
修正する場合は
「戻る」をクリック
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募集作成



応募受付

作成した募集は
募集一覧に表示されます。
ログイン後、
左側のメニューの
「募集一覧」をクリック

「ステータス」に表示される
内容と状態は以下をご確認く
ださい。
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申請済み ：募集の作成・申請が完了している状態（承認待ち）
下書き保存：募集の作成・申請が完了していない状態
差戻し ：内容の修正が必要な状態
承認完了 ：募集は承認されたが、開始（公開）されていない状態
募集中 ：募集が開始（公開）された状態
選考中 ：選考期間
募集非公開：募集を中止（非公開）した状態
未公開終了：応募を開始する前に募集を中止（非公開）した状態



日本スポーツ協会が募集を
承認すると、募集を開始で
きるようになります。

募集は募集開始日の8時に
自動で開始されます。

承認時に募集開始日を経過
している場合は、承認の翌
8時に自動で開始されます
が、すぐに募集を開始した
い場合は、
「募集詳細」画面で
「募集開始」をクリックす
る必要があります。

「募集詳細」画面は、当該
募集欄の「詳細」をクリッ
クしてください。
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応募受付



募集を開始するためには、「募集開始」をクリッ
クしてください。

※「募集開始」ボタンは募集開始日にならないと
表示されません。
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応募受付

※指導者から応募があると、募集者の登録アドレス
宛に本サイトから自動的にメールが送信されます。
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募集期間中に何らかの理由により、
募集を中止する場合は、
「非公開にする」をクリックしてください。

※応募していた指導者の情報も
閲覧できなくなり選考も
行えなくなりますのでご注意ください。

※募集を再開する機能はございません。
もう一度募集する場合は改めて
「募集作成」から行う必要が
ありますので、ご注意ください。

募集開始前に何らかの理由により、
募集を中止する場合は、
「未公開終了」をクリックしてください。

※もう一度募集する場合は改めて
「募集作成」から行う必要が
ありますので、ご注意ください。

応募受付



指導者検索

募集期間中は公認スポーツ指導者の中から
条件に合致した指導者を
検索することができます。
※教育委員会のみ常時検索可能です。

「募集詳細」ページ下部の
「指導者へのオファー」をクリック
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指導者検索

検索条件を入力・選択し
「検索する」をクリック

※テニス・ゴルフ・スキー
資格認定団体の関係で、それぞれ
「テニス」と「プロテニス」、
「ゴルフ」と「プロゴルフ」、
「スキー」と「プロスキー」の選択肢があり
ますのでご注意ください。

※選択肢にない競技種目
「それ以外」の欄に具体的な競技種目名を入
力してください。
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検索結果が画面下部に表示されます。
「詳細」をクリックすると
当該指導者に関する情報が
確認できます。

※指導者検索の対象者は、
当該募集において設定いただいた
指導地域を、あらかじめ
指導可能地域として設定するとともに、
オファー（応募依頼）対象となること
を承諾された指導者のみとなります。
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指導者検索

0000000

0000000



応募をして欲しい指導者に
オファー（応募依頼）を行うことができます。

「指導者詳細」画面右下の
「オファーする」
をクリック

※「オファーする」をクリックすると、
当該指導者宛に自動的にメールが送信されます。
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指導者検索

0000000

0000000



オファーした指導者については、
「指導者検索結果」一覧の
「オファーステータス」に
「オファー済み」と表示されます。

当該指導者から応募があった場合は
「応募ステータス」に
「応募済み」と表示されます。
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指導者検索

0000000

※指導者からの応募ごとに、募集者
の登録アドレス宛に本サイトから
自動的にメールが送信されます。



WEB選考

26

応募してきた指導者は
当該募集の「募集詳細」ページ下部に
「応募者一覧」として表示されます。
「詳細」をクリックすると
指導者の資格情報などの確認ができます。

0000000



WEB選考
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応募してきた指導者の詳細を確認

0000000



募集期間終了後
最終選考の対象とする指導者は、
「応募者詳細」画面の下部に
表示される
「選考対象にする（連絡先等開示）」
をクリックし、
連絡先を確認してください。

※連絡先を確認できる人数は、
募集人数によって上限が
ありますのでご注意ください。
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WEB選考



最終選考

確認した指導者の情報（名前・TEL・
メールアドレス）をもとに
指導者と連絡を取り
面接や面談を行ってください。

※募集作成時に設定された
選考期間終了までに
選考してください。

※メールでのご連絡に際しては、
受信設定等により指導者に
メールが届かないこともあるため
ご注意ください。
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太郎

abc@test.com



面談・面接後、選考結果を反映し
てください。
「指導者詳細」画面の右下に表示
される「採用」「不採用」のいず
れかをクリックしてください。

※クリックしたボタンに応じ
メールが、当該指導者宛に
自動的に送信されるため、
必ず反映してください。
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最終選考

太郎

abc@test.com



マッチングするまでの流れ

指導者マイページから
マッチング設定を行う

募集を検索する 募集に応募する
オファーを確認する

面談・面接をする

31



「指導者マイページ」メニューの
「マッチング」から
「マッチング設定」をクリック
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マッチング設定

※募集に対して応募し、
募集者が選考対象にすると
氏名・連絡先（自宅TEL・メールアド
レス）が募集者に開示されます。

連絡先は「指導者マイページ」
メニューの「指導者情報」から
「登録情報の確認・変更」クリックし、
確認・変更ください。



指導条件を入力

「情報公開設定」で
「公開」を選択した場合
募集者からの
オファー（応募依頼）
が届く場合があります。
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マッチング設定



「自由記述」欄は
入力項目が存在しない内容や
これまでの指導実績、
指導者マイページの表示資格
以外で指導可能な競技等の
アピールコメント
を入力ください。

※サッカーやバスケットボール、
日本障がい者スポーツ協会等の
資格を保有している場合は、
その内容を入力ください。
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規約を確認の上
「利用規約に同意する」に
チェックし
「設定（更新）」をクリック

マッチング設定



募集を検索する場合は
マッチング内の
「募集検索」をクリック
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募集検索



ページ下部の
「検索」をクリック
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募集検索

指導地域等の条件
を選択・入力

「フリーワード」
選択肢にない競技・種目
の任意の名称を入力



検索結果が「募集検索」画面の
下部に表示されます。

検索条件に合致した募集が表示
された場合は、
募集タイトルをクリックすると
募集内容の詳細が閲覧できます。
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募集検索



その募集に応募する場合は、
「応募する」をクリック
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※募集者の登録アドレスに
確認メールが自動送信されます。

応募
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応募した募集の選考状況等は
マッチング内の
「応募履歴」で確認

募集者によるWEB選考の結果
最終選考の対象となった指導者には、
募集者から電話やメールで
連絡があります。

最終選考の対象とならなかった場合
選考期間終了までに
自動送信メールが届きます。

応募



オファー

募集者からのオファー（応募依頼）
がある場合があります。
オファーがあると
登録メールに通知が届きます。

オファーがあった募集の内容の
確認はマッチング内の
「オファー履歴」をクリック
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確認したい募集をクリック

41

オファー



応募内容を確認し、

応募する場合
「応募する」をクリック

応募しない場合
特に手続きは必要ありません。

42

オファー



面談・面接

募集者によるWEB選考の結果、最終選考の対象となった指導者には、
募集者から電話やメールで連絡があります。
面談・面接等を行い、条件が合えばマッチング成立となります。

※WEB選考や最終選考の結果は、本サイトからの自動送信メールにてお知らせします。
また、選考状況は、マッチング内の「応募履歴」でもご確認いただけます。

43



よくあるご質問（FAQ）

44

【料金】

マッチングサイトを利用する際に料金はかかりますか？

本サイトの機能を利用いただく際の料金やサイトの利用によって指導者が決定した際の仲介料
等はございません（インターネット接続等に要する料金はご負担ください）。
なお、指導への謝礼に関しては、募集ごとに募集者と指導者が協議の上で決定してください。

Q

A

【アカウント登録】

アカウント登録はだれでもできますか？

団体単位、個人単位など、特に制限はなく、どなたでも登録いただけます。
ただし、本サイトの機能（指導者の募集・検索）をご利用いただけるのはアカウント登録後、
募集を作成し、その後募集が日本スポーツ協会に承認された後となります。アカウントを登録
されただけでは、本サイトの機能はご利用いただけません（教育委員会を除く）。

市の教育委員会ですが、学校単位でアカウント登録しないといけませんか？

１つのアカウントで、複数の募集を行うことができますので、必ずしも
学校単位でアカウントを登録いただく必要はありません。

Q

A

●共通

●募集者

Q

A
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【アカウント登録】

アカウント登録しましたが、完了のメールが届きません。

別のメールアドレスをお試しいただくか、一旦、アカウントを削除する必要があります。
アカウント削除を希望される場合は、「touroku@japan-sports.or.jp」まで
【団体名/担当者名/メールアドレス】を明記の上ご連絡ください。
なお、削除の対応には5日程度かかりますので、ご了承ください。
また、アカウント登録にあたっては、mail@my.japan-sports.or.jpを受信できるように
ご契約のプロバイダーや携帯の設定をお願いいたします。
設定方法については、ご利用端末等によって異なりますので、ご契約のプロバイダーや
携帯会社等にお問い合わせください。

【募集作成】

募集を作成し、承認されましたが、募集開始日になっても募集が開始されません。

募集を開始するためには、募集開始日以降に、「募集詳細」画面にて、
「募集開始」をクリックしていただく必要があります。

Q

A

●募集者

Q

A

mailto:touroku@japan-sports.or.jp
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【募集作成】つづき

募集作成で入力必須項目が決定していなくても募集を作成することはできますか？

入力が必須になっている項目が未定の場合は募集を作成・受付することができません。

募集作成（申請）後、すぐに募集を開始したいのですが、どうしたらいいですか？

申請後、日本スポーツ協会にて内容を確認し、承認するまで、場合によっては
１週間程度かかりますのでご了承ください。
なお、募集開始日を過ぎてから募集が承認された場合は、承認後、
すぐに募集開始手続きを行うことが可能です。

サッカーやバスケットボールの指導者は募集できないのですか？

募集することは可能ですが、サッカーとバスケットボールについては、
公認スポーツ指導者の情報をそれぞれの競技団体が管理しているため、応募できるのは、
各資格とともに他競技などの公認スポーツ指導者資格を保有している指導者のみとなります。
なお、サッカーについては、ウェブサイト「 JFAスクエア」にて、オンライン上で、
チームと選手・指導者のマッチングをすることが可能です。

Q

A

●募集者

Q

A

Q

A
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【応募受付】

指導者から応募があった場合は、何か手続きする必要はありますか？

応募に伴って自動的に募集者の登録アドレスにメールが送信されます。
募集者側での受付処理は必要ありません。適宜、本サイトで応募者の情報をご確認ください。

【指導者検索／オファー（応募依頼）】

募集を作成する前に指導者を検索することはできますか？

指導者の検索は、募集期間中のみ可能となります（教育委員会を除く）。

指導者を検索しても検索結果が0名と表示されます。

指導者検索の対象者は、当該募集において設定いただいた指導地域を、
あらかじめ指導可能地域として設定するとともに、オファー対象となることを承諾された
指導者のみとなります。
募集への応募は、指導者検索（オファー）の対象者以外でも可能となっておりますので、
応募をお待ちください。

Q

A

Q

A

Q

A

●募集者
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【WEB選考】

募集期間中に指導者の連絡先を確認することはできますか？

指導者の連絡先は、募集期間が終了しないと確認することはできません。

「選考対象にする（連絡先等開示）」で、情報を閲覧できる人数の上限は何名ですか？

募集人数に応じて、募集作成時に日本スポーツ協会にて設定いたします。

【最終選考】

必ず面接・面談を実施する必要がありますか？

形態は問いませんが、細かな条件等を確認いただくなど、
必ず指導者本人と会った上で選考をお願いいたします。

Q

A

Q

A

Q

A

●募集者
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【マッチング設定】

マッチングサイトを利用したいのですが、手続きを教えてください？

指導者マイページのメニュー「マッチング」から設定してください。
指導者マイページのアカウント登録がお済みでない方は、以下にてお手続きをお願いします。
https://my.japan-sports.or.jp/

マッチングサイトの利用を希望しないのですが、手続きは必要ですか？

特に手続きは必要ありません。
なお、利用の開始、中止は、いつでも指導者マイページにて設定・変更可能です。

マッチングサイトでの個人情報の取扱いを教えてください。

本サイトの対象は、すべての公認スポーツ指導者ではなく、指導者マイページを保有し、
「マッチング設定」が完了している方となります。
また、氏名や連絡先（自宅TEL、メールアドレス）は、公認スポーツ指導者が募集に応募し、
選考の対象となった際に初めて、募集者に開示されます。

Q

A

Q

A

●公認スポーツ指導者

Q

A

https://my.japan-sports.or.jp/
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【募集検索／応募】

「マッチング設定」で設定した「指導可能地域」以外の募集に応募できますか？

あらかじめ設定した地域以外の募集でも、検索／応募は可能です。

募集対象となっている競技・資格を保有していなくても応募できますか？

応募は可能です。
なお、募集対象となっている競技・資格に関する公認スポーツ指導者資格以外の資格を
保有している場合や指導実績がある場合は、「マッチング設定」の「自由記述」欄に
当該内容を入力・更新した上で、応募してください。

【オファー（応募依頼）】

オファーが届かないようにしたいのですが、手続きを教えてください。

「マッチング設定」の「情報公開設定」を「公開」から「非公開」に変更し、
更新してください。

Q

A

Q

A

Q

A

●公認スポーツ指導者



よくあるご質問（FAQ）

51

【面談・面接】

面談・面接において、募集時と著しく異なる内容や条件が提示されました。

日本スポーツ協会へ募集団体名等をご連絡ください。
日本スポーツ協会 touroku@japan-sports.or.jp

マッチングが成立したが、何か手続きは必要ですか？

適宜、「マッチング設定」で設定されている「指導可能頻度」や「指導可能時間帯」等を
変更し、更新してください。

Q

A

Q

A

●公認スポーツ指導者

mailto:touroku@japan-sports.or.jp

