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２０１８年度 宮城県マーチングバンド・バトントワーリング夏期講習会のご案内 

 

時下，皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。当連盟に対しまして，

日頃よりご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

 さて，今年度も下記の通り『ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ夏期講習会』を行うこととなりました。 

この講習会は，マーチング動作や，打楽器奏法，バトントワーリング技能の向上を目指して日本ﾏｰﾁﾝ

ｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会作成による『全国共通技能検定講習会カリキュラム』、日本バトン協会作成による『技能

ライセンステキスト』にしたがって実施するものです。毎回たくさんの指導者・児童生徒の皆さんに

参加いただいており，昨年度の夏期講習会は３４０名を超える受講者がありました。 

 つきましては，今回の開催に際しましても，貴団体の指導者並びに児童生徒の皆さんの参加にご高

配賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．期 日   平成３０年 ６月２３日（土） 

 

２．会 場   主会場 富谷スポーツセンター 

住所 〒981-3305 宮城県富谷市一ノ関臑合山６―８ 

その他の会場・富谷武道館  

 

３．主 催   宮城県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ連盟 

 

４．後  援   富谷市教育委員会 

 

５．協 力   とみやマーチングエコーズ  ＳＥＮＤＡＩ Ｖｅｒｄｕｒｅｓ 

 

６．講 師   日本ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会認定講師 日本バトン協会認定講師 

              

７．そ の 他   受講申込書・受講料・日程等の詳しいことは開催要項をご覧ください。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

     

     Miyagi Marching Band and Baton Twirling Association 

 
事務局 〒981-0936 仙台市青葉区千代田町４番３９号 

    （担当：横田 正彦） 

     TEL 080-0831-3941 FAX 022-271-1394     

      URL  http://www.jmb-miyagi.com/ 



 

② 

 

２０１８年度 宮城県マーチングバンド・バトントワーリング夏期講習会 

開 催 要 項 
 

１．期 日   平成３０年 ６月２３日（土） 

 

２．会 場   主会場 富谷スポーツセンター 

住所 〒981-3305 宮城県富谷市一ノ関臑合山６―８ 

その他の会場・富谷武道館    

 

３．主 催   宮城県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ連盟 

 

４．後  援   富谷市教育委員会 

   

５．協 力   とみやマーチングエコーズ  ＳＥＮＤＡＩ Ｖｅｒｄｕｒｅｓ 

 

６．講 師   日本ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会認定講師 日本バトン協会認定講師 

              

７．開設講座   マーチングバンド…全国共通講習会カリキュラム ４級・３級の講習・技能検定 

                                ＭＭコース ＭＰコース ＣＧコース 

 

         バトントワーリング…技能ライセンステキスト  

                   ６級・５級・４級の講習・技能検定 

          

８．対 象   小学生・中学生・高校生・大学生・一般 

 

９．諸費用について 

  ①受講料…マーチングバンドコース，バトントワーリングコースとも受講する級により受講料が 

違います。別表１を参照してください。 

 

②パスポート…３００円 

「講習の受講」と「検定の合格」を記録する証明書で，全国共通のものです。 

 ２回目以上の受講でパスポートをなくした場合は再度購入して下さい。 

  

③テキスト（カリキュラム） 

※ＭＭコース，ＭＰコース，ＣＧコースの講習会資料は全て２０１６年５月２６日版となり， 

改定されています。講習会資料原紙（CDデータ）は宮城県協会加盟団体には２０１６年度に，

各団体に一部お渡ししています。  

印刷や配布，印刷代金の設定回収は各団体で実施をお願いします。資料は，あらかじめ， 

参加団体ごとに受講者人数分を用意して下さい。受講中は１部の講習会資料を複数の受講者で 

使用することは出来ませんのでご注意下さい。 

※ＢＴコースの講習会資料は２０１８年４月改定版です。 

改訂版資料をお持ちでない受講者は全員，改訂版を事前に購入願います。（１部６００円） 

 

④検定料…全コース １つの級につき５００円 

  

⑤認定料…５００円  

技能検定合格者にはパスポートに合格認定を記載し，級ごとに色別されたメダルが贈られます。 

また，「第３７回マーチングバンド・バトントワーリング宮城県大会」（2018年9月開催予定）の 

プログラムに合格者氏名，所属団体名を掲載します。 

 

 
 
 

 



 

③ 

 

10．講座名・内容・受講対象 

 

講座名 内     容 

ＭＭ４級 

指導時間 

（60分×４単位） 

正しい姿勢と基本動作を身につけ，基本動作の習得とともにマーチングの楽しさを 

体験する。 

 

ＭＭ３級 

指導時間 

（60分×４単位） 

さまざまな基本動作を体験し，正確な動きを身につける。 

（４級を取得した者，または団体指導者より技術が３級に達していると認められた者) 

ＣＧ４級 

指導時間 

（60分×４単位） 

カラーガードの導入的な基本繰法を身に付け，カラーガードの楽しさを味わわせる。 

ＣＧ３級 

指導時間 

（60分×４単位） 

基本操作の完成 応用繰法の導入（基本スピン，トスを修得する。） 

（４級を取得した者，または団体指導者より技術が３級に達していると認められた者) 

ＭＰ４級 

指導時間 

（60分×４単位） 

初歩的な基本奏法を身につけ簡単なリズムパターンが演奏できるようにし，打楽器の

楽しさを経験する。 

ＭＰ３級 

指導時間 

（60分×４単位） 

初歩的なルーディメントを身につけ，それらを用いたドラムソロを演奏する。 

（４級を取得した者，または団体指導者より技術が３級に達していると認められた者) 

ＢＴ６級 

指導時間 

（60分×３単位） 

初歩的な基本動作と基本操法を身につけ,バトントワーリングの楽しさを味わう。 

ＢＴ５級 

指導時間 

（60分×３単位） 

初歩的なフットワークと基本動作・基本操法を習得する。 

（６級を取得した者対象) 

ＢＴ４級 

指導時間 

（60分×６単位） 

基本繰法とコンビネーションによるスムーズなバトンの流れを習得する。 

（５級を取得した者，または５級の技能を身につけていると団体指導者が判断した 

中学生以上の者対象) 

 

11．全国共通技能検定について 

  ①日本ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会、日本バトン協会が企画制作したもので，受験者に自信を持たせ，一層の 

進歩向上を目指すことを目的としています。受験資格年齢は小学１年生からで，合格者は 

日本ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会・日本バトン協会に登録され，全国共通の資格として認定されます。 

  ②全てのコース・級を１日での受講とし，さらに技能検定まで出来るよう時間配分に工夫しまし 

た。 

③講習会テキスト（カリキュラム）は事前準備の上，予習されることをお薦めします。 



 

④ 

 

12．時間割・受付場所について 

  時間割：マーチングバンドコース，バトントワーリングコースとも受講する級により時間割が 

違います。別表２を参照してください。 

 

受付場所 全コース 富谷武道館 

講習会場 マーチングコース     富谷スポーツセンター        

        バトントワーリングコース 武道館 

        申し込み多数の場合は，講習会場を一部他会場に変更する場合があります。 

13．持ち物 

   全コース共通 

   技能ライセンスパスポート，上靴（マーチングシューズ，バトンシューズなど），外靴入れ， 

昼食，水分補給用の飲料，運動の出来る服装，着替え，汗拭きタオル  

 

   ＭＭコース共通＝ＭＭ講習会資料・筆記用具 

   ＭＰコース共通＝ＭＰ講習会資料・筆記用具・スティック・練習台・スネアドラム 

   ＣＧコース共通＝ＣＧ講習会資料・筆記用具・フラッグ＆ポール 

    ＢＴコース共通＝ＢＴ講習会資料・バトン 

 

14．お願い 

  ①指導者コース以外の各コースとも小学校低学年から講習を受け，その後，受検することができ 

ますが，受検希望者が検定を受ける技量があるかを事前に概ね団体内で判断され，検定を受け 

ていただきますようお願い致します。 

②受講に際し，各団体や個人でスポーツ安全保険等の加入をお願いします。 

  ③講習会に関するお問い合わせは eメール（m.yokota@trust.ocn.ne.jp）にてお願い致します。 

 

15．申し込み・受講料等の納入について 

 （１）受講申し込み・諸経費納入締切  平成３０年 ６月１６日（土） 

 

   （２）受講申込は宮城県連盟ホームページから必要書類をダウンロードの上，ご使用いただきま 

すよう，宜しくお願い申し上げます。 

 

メールと郵送での提出物 

参加調査票１と２に必要事項を入力して，下記アドレスにメールの添付ファイルでお送りください。

ファイル名の頭に団体名を必ず入れるようお願い致します。 

m.yokota@trust.ocn.ne.jp  
   ※メールの添付ファイルで申込書1，申込書2をお送りいただいた場合も参加申込書１に 

    団体長印が必要ですので申込書1，申込書2を郵送してください。 

 

受講申込書１，申込書２ 送付先 諸費用振込先口座 

 

宮城県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

事務局長 横田 正彦 宛 

〒981-0936 仙台市青葉区千代田町４番３９号 

 

 

 

銀 行 名   七十七銀行 仙台市役所支店 

口座番号   普通預金 ５３１２４３４ 

          口座名義   Ｍ＆Ｂ宮城県協会                              

         代表 横田
よこた

 正 彦
まさひこ

 

 
（手数料は各団体でご負担願います。 

お振込いただいた銀行の利用明細書を 

諸費用納入の領収書にかえさせて 

いただきます。納入された受講料は、 

返金いたしませんのでご了承ください。） 

 



２０１８年度　夏講習 コース・級別　技能検定受講料 　別表１

マーチングバンドコース　４級

受　講　内　容 受講料 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ代 検定料 合計

初めて講習会を受講し，技能検定も受ける人 ¥2,000 ¥300 ¥500 ¥2,800

２回目以上の参加で，技能検定も受ける人 ¥2,000 ― ¥500 ¥2,500

初めて参加し，受講するが技能検定を受けない人 ¥2,000 ¥300 ― ¥2,300

２回目以上の参加で，受講するが技能検定を受けない人 ¥2,000 ― ― ¥2,000

技能検定の指導内容が変更になり，マーチングバンドコース４級は２０１６年度から４単位の受講が必要です。

受講料は２０１６年度からは４単位で￥2,000となっています。

マーチングバンドコース　３級

受　講　内　容 受講料 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ代 検定料 合計

初めて講習会を受講し，技能検定も受ける人 ¥2,000 ¥300 ¥500 ¥2,800

２回目以上の参加で，技能検定も受ける人 ¥2,000 ― ¥500 ¥2,500

初めて参加し，受講するが技能検定を受けない人 ¥2,000 ¥300 ― ¥2,300

２回目以上の参加で，受講するが技能検定を受けない人 ¥2,000 ― ― ¥2,000

技能検定の指導内容が変更になり，マーチングバンドコース３級は２０１６年度から４単位の受講が必要です。

受講料は２０１６年度からは４単位で￥2,000となっています。

バトントワーリングコース　６級・５級

受　講　内　容 受講料 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ代 検定料 合計

初めて講習会を受講し，技能検定も受ける人 ¥1,500 ¥300 ¥500 ¥2,300

２回目以上の参加で，技能検定も受ける人 ¥1,500 ― ¥500 ¥2,000

初めて参加し，受講するが技能検定を受けない人 ¥1,500 ¥300 ― ¥1,800

２回目以上の参加で，受講するが技能検定を受けない人 ¥1,500 ― ― ¥1,500

技能検定の指導内容が変更になり，バトントワーリングコース６級・５級は２０１８年度から３単位の受講が必要です。

受講料は２０１８年度からは３単位で￥1,500となっています。

バトントワーリングコース　４級

受　講　内　容 受講料 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ代 検定料 合計

初めて講習会を受講し，技能検定も受ける人 ¥3,000 ¥300 ¥500 ¥3,800

２回目以上の参加で，技能検定も受ける人 ¥3,000 ― ¥500 ¥3,500

初めて参加し，受講するが技能検定を受けない人 ¥3,000 ¥300 ― ¥3,300

２回目以上の参加で，受講するが技能検定を受けない人 ¥3,000 ― ― ¥3,000

技能検定の指導内容が変更になり，バトントワーリングコース４級は２０１８年度から６単位の受講が必要です。

受講料は２０１８年度からは６単位で￥3,000となっています。

※技能検定を受け，合格した人は合格認定料として，別途５００円を合格発表時にお納めください。



別表２ 

２０１８年度　宮城県マーチングバンド・バトントワーリング夏期講習会

時間 ＭＭ４級 ＭＭ３級 ＭＰ４級 ＭＰ３級 ＣＧ４級 ＣＧ３級 時間 ＢＴ４級 時間 ＢＴ５級 ＢＴ６級

　８：３０～８：４５ 受　付 受　付 受　付 受　付 受　付 受　付 　８：３０～８：４５ 受付 　８：３０～　８：４５

９：００～９：１５ 　９：００～１０：００ フットワークⅢ ９：００～１０：００

　９：２５～１０：２５ 基本動作１ 基本動作５ 基本奏法１ 基本奏法４ 基本操作１ 基本操作５ １０：１０～１０：２５ 開講式 １０：１０～１０：２５

１０：３０～１１：３０ 基本動作２ 基本動作６ 基本奏法２ 基本奏法５ 基本操作２ 基本操作６ １０：３０～１１：３０ 基本操法Ⅲ １０：３０～１１：３０ フットワークⅡ
バトンの基礎知識

基本動作Ⅰ
フットワークⅠ

１１：３５～１２：３５ 基本動作３ 基本動作７ 基本奏法３ 基本奏法６ 基本操作３ 基本操作７ １１：３５～１２：３５ 基本操法Ⅳ １１：３５～１２：３５ 基本操法Ⅱ 基本操法Ⅰ

１２：３５～１３：２０ １２：３５～１３：２０ 昼食 １２：３５～１３：２０

１３：２０～１４：２０ 基本動作４ 基本動作８ 総合 総合 基本操作４ 基本操作８ １３：２０～１４：２０ 基本操法Ⅴ １３：２０～１４：２０ 検定要領 検定要領

１４：３０～１４：４５ １４：２５～１５：２５ コンビネーションⅠ １４：２５～１４：４０

　１４：５５～ 検定 検定 検定 検定 検定 検定 １５：３０～１６：３０ 検定要領 　１４：５０～ 検定 検定

※各コースとも受検希望者は検定後，諸手続きが終了しましたら解散となります。

１６：３５～１６：５０ 閉講式

※検定を受けない受講者は閉講式終了後，解散となります。 　１７：００～ 検定

BT４級と一緒に受付ができます

昼食

閉講式

開講式

開講式

昼　食

閉講式


