
平成 31年度３月２６日（火） 
各中学校野球部顧問様 

沖縄県中体連軟式野球専門部アナウンス担当： 
国頭地区：仲間盛和（本部中） 

中頭地区：照屋ケオキ（伊波中）山里賢吾（球陽中） 
那覇地区：仲本毅（小録中） 
島尻地区：高良直（兼城中） 

第 10回野球場内アナウンサー育成講座について 
	 近年、沖縄県中学校野球レベルが向上しており、九州・全国でも多くの活躍が見られます。また、運営面では

先生方の競技運営や審判技術のレベルアップにより、沖縄県の中学校野球界が盛り上がっています。その中でも、

場内アナウンスをする中学生のレベルも向上しており、多くの面で活躍が見られます。更なるレベルアップのた

め、場内アナウンサー育成講座を開催します。 
	 日程は下記の通りになっておりますので、参加生徒の氏名を「返信票」にてご記入の上、５月２０日（月）ま

でに FAX：０９８－９６４―５０５９（伊波中学校：照屋ケオキ）までお願いします。 
	 また、アナウンスレベル等をご記入の上送信してください。今回は 10回記念なので、『ＱＡＢ』『琉球新報』
と雑誌：『おきなわ野球大好き』のご協力を得る予定です。生徒への自信になると思います。学校職員、生徒へ

の声かけとして「職朝会議職員用・ポスター用」も準備有。 
詳しくはHP：『沖縄県中体連野球専門部』で検索、ダウンロードをしてご使用ください。 
 
	 １． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※送迎は各自で行って下さい。駐車場は芝生側の駐車場をお使い下さい。（時間通りに始まり、時間通りに終わ

ります。）※当日、体調不良で保護者に連絡を取る必要があるので、保護者連絡先をご記入下さい。 
責任者：照屋ケオキ（連絡先）０９０－１１７９－４０５９ 

１． 実施日／場所 

① 平成３１年５月２５日（土）９：００～１５：３０／うるま市立伊波中学校 
② 集合場所：伊波中学校	 多目的３Ｆ（黄色の建物） 
③ 講座場所：伊波中学校	 （午前）多目的２Ｆ、３Ｆ	 （午後）	 グラウンド、多目的３Ｆ 

２.対象生徒 

	 ○中学生であること。 
	 ※男女問わず、アナウンス関係に興味がある生徒。自分の可能性を広げたい生徒等 
	 ※放送部・放送委員も大歓迎です！！ 

３．最小限度持参する物（制服着用の上） 

	 ①弁当	 ②水筒	 ③筆記用具（シャーペン・消しゴム・マーカー）④弁当 
	 ⑤A4ファイル（アナウンスファイルをもっている生徒はそのファイルのみ持参） 
	 ⑥	 アナウンス用紙（用紙を持っていない生徒は、野球顧問に連絡をし、HP でダウンロードをして印
刷してもらってください。）当日は準備しませんのでご了承ください！ 
⑥メモ（付箋紙も可）	 ⑦制服着用 



タイムスケジュール 
平成３１年５月２５日（土）うるま市立伊波中学校	 多目的３Ｆ	 集合９：００集合 
責任者：沖縄県中体連野球専門部	 照屋ケオキ 
 
時	 	 間 内	 	 	 	 	 	 	 容 
９：００～ 
 
 
９：１５～ 
 
 

生徒玄関前集合：	 ９：００ 
○出席点検 
○開会 
・名簿記入（5分）	 	 ・資料持参確認（10分）	 ・交流ゲーム（20分） 
○講師紹介とこれまでの経験・談話（１５分） 

１０：０５～ ○	 アナウンス心得と発音の仕方指導（５０分） 
（スターティングメンバーと用紙の記入方法） 
○午後の日程確認とコース分け（上級・中級・初級）（１０分） 

 ＜昼食時間・生徒同士の情報交換などの自由時間＞ 
１２：００～１３：００ 

１３：００～ 
１５：００ ※各コースの教室にて※ 

 
	 	 	 	 ＜上級コース＞	 グラウンド、多目的３Ｆ 

○グラウンドにて練習試合を行っており、実践アナウンスをしている中級の指導・サポート 
○多目的３Ｆにて初級のサポート 

 
＜中級コース＞	 グラウンド 

○試合開始～試合終了のアナウンス確認 
○選手・シート交代の反復練習 
○１３：００～グラウンドで練習試合のアナウンス 

＜初級コース：野球基礎知識＞	 多目的３Ｆ 
○試合の始め方	 ・攻守交代	 ・イニング 
○審判のジェスチャー（ストライク、ボール、アウト、セーフ） 
○守備の番号	 	 ○試合開始～試合終了の流れとアナウンス 
（スターティングメンバー→	 試合開始	 →	 守備・攻撃	 →	 試合終了） 
 

１４：４５～ 
１５：３０ 

○	 各担当の先生方によるコメント（10分） 
○	 感想記入（15分） 
○	 撮影会、取材など（10分） 
○	 片付け・帰宅 
 
 
 



アナウンス講座参加・返信票 
５月２０日（月）までに FAX：０９８－９６４―５０５９（伊波中学校：照屋ケオキ）までお願いします。 
 

生徒氏名 ふりがな レベル ファイルセット 保護者連絡先 
（例）照屋	 ケオキ てるや	 けおき 中	 級	 ９ 各自で持参 090－1179－4059 
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ご協力ありがとうございます！一緒に沖縄県野球界を盛り上げていきましょう！感謝します！！  
 



職朝・職員会議用 
平成３１年度３月２６日（火） 

各中学校担任の皆様 
沖縄県中体連軟式野球専門部アナウンス担当： 

国頭地区：仲間盛和（本部中） 
中頭地区：照屋ケオキ（伊波中）、山里賢吾（球陽中） 

那覇地区：仲本毅（小録中） 
島尻地区：高良直（兼城中） 

第 10回野球場内アナウンサー育成講座について 
	 	 近年、沖縄県中学校野球レベルが向上しており、九州・全国でも多くの活躍が見られます。また、運営面で

は先生方の競技運営や審判技術のレベルアップにより、沖縄県の中学校野球界が盛り上がっています。その中で

も、場内アナウンスをする中学生のレベルも向上しており、多くの面で活躍が見られます。更なるレベルアップ

のため、場内アナウンサー育成講座を開催します。 
	 日程は下記の通りになっておりますので、参加生徒の氏名を「返信票」にてご記入の上、５月２０日（月）ま

でに FAX：０９８－９６４―５０５９（伊波中学校：照屋ケオキ）までお願いします。 
	 また、アナウンスレベル等をご記入の上送信してください。今回は 10回記念なので、『ＱＡＢ』『琉球新報』
と雑誌：『おきなわ野球大好き』のご協力を得る予定です。生徒への自信になると思います。学校職員、生徒へ

の声かけとして「職朝会議職員用・ポスター用」も準備有。 
詳しくはHP：『沖縄県中体連野球専門部』で検索、ダウンロードをしてご使用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※送迎は各自で行って下さい。駐車場は芝生側の駐車場をお使い下さい。（時間通りに始まり、時間通りに終わ

ります。）※当日、体調不良で保護者に連絡を取る必要があるので、保護者連絡先をご記入下さい。 
責任者：照屋ケオキ（連絡先）０９０－１１７９－４０５９ 

１．実施日	 ／	 場所 

①	 平成３１年５月２５日（土）９：００～１５：３０／うるま市立伊波中学校 
②	 集合場所：伊波中学校	 多目的３Ｆ（黄色の建物） 
③	 講座場所：伊波中学校	 （午前）多目的２Ｆ、３Ｆ	 （午後）	 グラウンド、多目的３Ｆ 

２.対象生徒 

	 ○中学生であること。 
	 ※男女問わず、アナウンス関係に興味がある生徒。自分を変えたい生徒等 
	 ※放送部・放送委員も大歓迎です！！ 

３．最小限度持参する物（制服着用の上） 

	 ①弁当	 ②水筒	 ③筆記用具（シャーペン・消しゴム・マーカー）④弁当 
	 ⑤A4ファイル（アナウンスファイルをもっている生徒はそのファイルのみ持参） 
	 ⑥アナウンス用紙（用紙を持っていない生徒は、野球顧問に連絡をし、HP でダウンロードをして印刷
してもらってください。）当日は準備しませんのでご了承ください！ 
⑥メモ（付箋紙も可）	 ⑦制服着用 



学校ポスター用 
 

第 10回野球場内アナウンサー育成講座について 

	  

① 野球は好きですか？	 	  

②テレビに出てみたいですか？ 

③アナウンサーになりたいですか？ 

④自分の可能性を広げてみたいですか？ 

上記、一つでも当てはまるあなた、是非参加してみませんか？ 
 
日程は下記の通りになっておりますので、多くの生徒が参加していただけるよう待っています。 
取	 材：ＱＡＢ、琉球新報、雑誌（おきなわ野球大好き） 
HP：『沖縄県中体連野球専門部』でも検索可能ですので、詳しい情報などはそこでご確認下さい。 
 

１． 実施日／場所 

① 平成３１年	 ５月２５日（土）９：００～１５：３０	 ／	 うるま市立伊波中学校 
② 集合場所：	 伊波中学校	 多目的３Ｆ（黄色の建物） 
③ 講座場所：	 伊波中学校	 （午前）多目的２Ｆ、３Ｆ	 （午後）	 グラウンド、多目的３Ｆ 

 

２．対象生徒	

○中学生であること。	

※男女問わずアナウンス関係に興味がある生徒。自分を変えたい生徒等	

※放送部・放送委員も大歓迎です！！ 

３．最小限度持参する物	

①弁当	 ②水筒	 ③筆記用具（シャーペン・消しゴム・マーカー）	

④A4 ファイル（アナウンスファイルを持っている生徒はそのファイルのみ持参）	 	

⑤アナウンス用紙（持っていない生徒は野球部顧問に連絡を！）	

⑥メモ帳（付箋紙も可）⑦制服着用で参加	

※送迎は各自でお願いします。（時間通りに始まり、時間通りに終わります。） 
※駐車場は芝生側でお願いします。 
※お申し込み、詳しい情報は、担任の先生または野球部顧問へ連絡して下さい。 
 

もしかすると人生が変わるチャンスかもしれません！待ってるよ～！ 


