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細やかに「法形」を学べます資格別講座

「面授面受」の修練ができます少人数のクラス編成

体力に応じて無理なく受講できます年代別クラス編成

生活と共に歩める「単年制履修」１年制履修

問合せ 武専東京地区 代表教務 平林 実

tokyo-busen@shorinjikempo-tokyo.com

SHORINJI KEMPO UNITY
武専東京



2022年度武専開催日程（予定）

NO 日 程 会 場
１ 4/17（日） エスフォルタ八王子（メイン）
２ 5/22（日） 東京武道館(関東武専を予定）
３ 6/19（日）調整中 エスフォルタ八王子（サブ）
４ 9/4  （日） エスフォルタ八王子（メイン）
５ 12/4（日） 東京武道館
６ 2/12 （日） エスフォルタ八王子（メイン）

注）6月19日は、調整中
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２．２０２２年度 武専東京地区開催コース

主管 コース・クラス名 指導員(予定）
UNITY本部 指導者養成コース 東京地区指導員

指導者コース 東京地区指導員

UNITY東京地区

修練応援コース
(東京地区設定）

技術探求クラス 東京地区指導員

拳理探求クラス 菅野明洋先生

演武・運用法指導クラス 福家健司先生

東京地区指導員養成クラス 秋吉好美先生

UNITY東京地区独自 道院⾧研究会(所属⾧サロン） 東京地区指導員

大きく2つのコースがあります。
①UNITY本部カリキュラム：指導者養成コース・指導者コース
② UNITY東京地区カリキュラム：修練応援コース、道院⾧研究会
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受講コース 受講手続 受講費（税込） 受講特典 受講資格条件

指導者養成
コース

マイページ 一般：28,600円／年
学生：14,300円／年

UNITY主催
昇格考試

基本受験条件減免

①道院・支部に在籍する現役拳士
②中学生以上、少林寺拳法初段以上の方
※但し、本人が希望し、所属⾧の推薦が
あれば１級の方の受講も可能
③原則、地元地区の武専を受講④詳細は
基幹システム参照

指導者
コース

マイページ 6,600 円／年
UNITY主催

昇格考試
基本受験条件減免

①道院・支部に在籍する現役拳士
②以下いずれかの要件を満たす方
・四段以下、五段の方、手続要綱に定め
る要件を満たした方
・六段以上
・武専研究科修了者（修了扱い含む。）
③詳細は基幹システム参照

聴講生
コース

マイページ 5,500 円／回
UNITY主催

昇格考試
基本受験条件減免

①道院・支部に在籍する現役拳士、
中学生以上
②少林寺拳法初段以上 但し、本人が
希望し、所属⾧の推薦があれば１級
の方の受講も可能

３．各コースの概要 1/2
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受講コース 受講手続 受講費
（税込）

受講特
典 受講資格条件

修練応援
コース

東京地区
教務

6,000円/年
保険料込 なし

①一部休眠拳士も可
②各クラス毎に受講条件あり

●技術探求クラス
・所属⾧以外の四段以上の拳士

●拳理探求クラス(新設）
・初段以上の拳士(休眠拳士も可）

●演武・運用法クラス
・高校生以上＆3級以上(休眠拳士も可）

●東京地区指導員養成クラス
・所属⾧(道院⾧、支部⾧）
・事前審査に合格した者

道院⾧
研究会(所属⾧

サロン）

東京地区
教務 1000円／回 なし

①道院⾧、支部⾧、監督
②休眠された元道院⾧、支部⾧、監督経験者
可

３．各コースの概要 2/2



４．修練応援コース（東京地区設定コース）の紹介

クラス 受講内容 受講料
技術探求
クラス
(旧研究会）

東京が誇る経験豊かな指導員による技法の原点を学べるクラス
・技法の原点を学ぶ
・道院・支部での指導方法

6,000円／年
保険料込み

拳理探求
クラス(新設）

これまで修練してきた内容を生かし、拳の理を探求するクラス
・丹田や正中線の活かし方
・虚実の利用法
・吸収と調和

演武・運用法
指導クラス

「演武」、「運用法」に資する技術・指導法を学ぶクラス
・演武の構成の組み立て、法形との関連性、指導法を学ぶ
・戦術組成、法形との連携、運用法の指導法を学ぶ

東京地区指導員
養成クラス

東京地区の武専指導員の養成クラス
・募集時期不定期
・事前審査→一定期間(3年間）受講⇒修了審査⇒東京地区指導員補佐

・本コースは地域のニーズに合わせてUNITY武専の制度内にて東京地区で
独自カリキュラムを開催するもの

・申込は、武専東京地区教務へ
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留意事項・UNITYの昇格考試等の特典はありません
・武専袖章なし
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５．道院⾧研究会（所属⾧サロン）の紹介(新設）

クラス 受講内容 受講料
道院⾧研究会
（所属⾧サロン）

教師、武専指導員の経験が豊富な先生が仲介役となり、道院⾧・支部
⾧・監督(元職も含む）が集い、技法の研究や相互の関係を築く場
・仲介役の先生が、カリキュラムに沿って技法の指導を行うのではな

く、参加者自身がテーマを持って参加し、参加者が相互に自主的に
研究を行い、教師・指導員経験のある先生が、必要に応じて参加者
へ助言を行う、叉は協力して研究を行う場

・道院⾧、支部⾧、監督自身の武的レベルを高める場
・道院⾧、支部⾧、監督が教えや技法の確認、互いに研究を図る場
・道院⾧、支部⾧、監督が集い、横のコミュニケーションを持ち、情

報交換など交流を図る場

1,000円／回
・年間制ではな
く、参加された
いときに参加し、
費用支払いを都
度行う形式
・保険なし

・本コースは、東京地区で独自に設定し開催するもの
・申込は、武専東京地区教務へ



①． Microsoft Forms office フォームでの申込
https://forms.office.com/r/kiBGwx29nx

②．メールでの申込
所属名、氏名、年齢、性別、段位、希望クラスを記入し、下記アドレスへ申し込み願います
tokyo-busen@shorinjikempo-tokyo.com

５．修練応援コース（東京地区設定コース）の申込方法

注意）SHORINJI KEMPO UNITY武専のコース（指導者養成コース,修練応援コース）の
申込は、基幹システムの各々のマイページからお申込みください。
マーページの手続期間：２０２１年１２月１日～２０２２年３月１５日

左の２次元バーコードを読み取って
Microsoft Formsからお申込み頂け
ます。

左のＵＲＬから接続して
Microsoft Formsからお申込み
頂けます。
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カリキュラムについて（2022年度カリキュラム参考）
講義Ⅰ 講義Ⅱ 基本実技 実技Ⅰ 実技Ⅱ

指導者養成
コース
指導者コース

1 全体講義 資格別講義
指導者養成基礎講座

基本実技 クラス別 演武研究

2 全体講義
（僧階学習）

開祖法話学習 基本実技 クラス別 級拳士科目復習

3 全体講義
（教範学習）

資格別講義
指導者養成基礎講座

基本実技 クラス別 指導技術の共有化

4 師家講話 ディスカッション
指導者養成基礎講座

基本実技 クラス別 地区設定講座

5 全体講義
（僧階学習）

地区設定講座 基本実技 クラス別 少林寺拳法健康プロ
グラム

6 全体講義 資格別講義
指導者養成基礎講座

基本実技 クラス別 運用法研究
防具の付け方
審判動作の確認

聴講生コース 資格別の指導者養成・指導者コースを受講のこと
修練応援
コース

①講義Ⅰ、基本実技は、上記コースと合同で受講
②講義Ⅱ、実技Ⅰ、Ⅱは各クラス毎授業
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６．年間6回のカリキュラム例
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武専東京からの情報発信を、これまでの東京グループ
ホームページ以外に下記のチャンネルを用いて行いま
す。フォローをお願いします。

LINEグループ
4月1日以降

Facebook
4月1日以降

http://www.shorinjikempo-
tokyo.com/busen/

https://www.facebook.com/
Tokyobusen

https://lin.ee/RtJkONQ

東京グループ
ホームページ


