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沿革

名　称	 学校法人内藤学園　東京ゴルフ専門学校

設　立	 平成元年（1989）11 月 6日

	 ゴルフのエキスパート育成のために、

	 日本で初めて認可された学校法人です。

理事長	 内藤裕義

所在地	 キャンパス

	 　：東京都杉並区高井戸東 3-27-11

	 専用ゴルフレンジ

	 　：東京都杉並区高井戸東 3-11-7

	 専用ショートコース（21ＧＣ）

	 　：東京都杉並区高井戸東 3-5-13

連絡先	 TEL:03-3247-3636

	 FAX:03-3247-1818

学校の特色	 東京の都心部に位置するという非常に恵ま

れた環境でゴルフの技術向上に加え、ゴル

フを幅広く学ぶ事ができます。

行動心得	 『全てに前向きの気持ちで！』

	 『全てに感謝の気持ちで！』

教育目標	 ●ゴルフを通じて「人間力」即ち、自己	

	 　啓発力、自己管理力、協調性、リーダー	

	 　シップを育成する。

	 ●日本ゴルフ界の将来を担い活躍し、その	

	 　中心的役割を果たす人材を育成する。

新宿

渋谷

明大前

高井戸

浜田山

吉祥寺

ごあいさつ

品位と理想のスポーツ・
ゴルフプロフェッショナルの育成

　緑と太陽と空間を最大限に活用
し、楽しむスポーツこそ理想なり！
　緑とふれあうゴルフ場でゴル
ファーが生涯心ゆくまで挑戦、楽
しむゴルフゲーム。この魅力を理
解し、伝え広められるゴルフプロ
フェッショナルを社会は待ち望ん
でいます。
　関連企業の期待に応じられ、自
信を持って推薦でき、即戦力とし
て活躍できるインストラクターの育成・教育を基本
方針に、更に優秀な競技プレーヤーの養成にも力を
注いで参ります。
　「ゴルフの楽しさ広めて専門士」を合言葉に、内藤
雄士ツアープロコーチのＮＹＳＧレッスンメソッド
書、ＤＶＤ教材を駆使して、本校教育環境を生かし、
高度な技術指導に加え、ゴルフを愛する著名な講師
陣と、“ゴルフ学”を学び“人間力”を高め、それぞ
れの熱い思いや夢の実現に向けて日々努力していき
ましょう。

東京ゴルフ専門学校
理事長・校長　

内藤裕義

ゴルファーとして必要な基礎知識、エチケット・
マナー・ルールに始まり、細分化された実技科目、
コースでのレッスンを含む多岐にわたる分野を
学びます。
また、ゴルフ指導論、ゴルフ心理学、スイング
解析やジュニア指導などの授業を通して指導者
としての必要な知識も学んでいきます。

基礎分野 学年 専門基礎分野 学年 専門基礎分野 学年

1年 2年 1年 2年 1年 2年授業科目 授業科目 授業科目

スポーツ生理学

スポーツ医学

エチケットマナー学

栄養学

経営学

卒業研究 ゴルフ心理学 パッティング論

ゴルフの歴史

ルール論

ゴルフトレーニング論

ゴルフ指導論

用具論

施設管理学

用具メンテナンス論

スイング論

スイング解析

基礎ショートゲーム論

応用ショートゲーム論

トレーニング実習

コース実習（合宿も含む）

学校概要

基本から応用まで、充実したカリキュラム
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ゴルフが好き、ゴルフを仕事にしたい、そんな想いで集う仲間と過ごす 2 年間。
プロゴルファー、インストラクター、グリーンキーパー、クラフトマンなど多様な
希望を叶えるための充実した環境。学ぶべきことは無限にあり、疑問や悩みには教員・
講師陣がきめ細かく対応します。合宿・コース実習・学園祭・球技大会など行事も
盛り沢山。想像を超える学園生活が待っています。

キャンパスライフ
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NYSGスタッフによる個別指導で
確かな技術を身につけることができます

1969 年生まれ、東京出身。
日本大学ゴルフ部在籍中にアメリカにゴルフ留学し、最新ゴルフ理論を学ぶ。98 年ツアープ
ロコーチとして日本で活動スタート。
ツアープロコーチのパイオニア的存在であり、 丸山茂樹プロの米ツアー３勝をサポート。ゴ
ルフネットワークにて米ツアー中継の解説を担当。
現在は平塚哲二プロ、矢野東プロ、伊藤誠道プロらのコーチを務める。ラーニングゴルフク
ラブ（現 Naito Yuji School of Golf）代表。

内藤雄士　ツアープロコーチ

◆NYSGの特色
　●ビデオを使った詳細なスイングチェック
　●独自ノウハウに基づく、様々な練習ドリルを駆使
◆NYSG指導カリキュラム
　※ロングゲーム	 ※ショートゲーム　
　※コースマネジメント	 ※メンタリティー　
　※フィジカル	 ※ギア

内藤雄士

「自然で合理的、そしてシンプルにリズムよく」、これが私たちが基本とするスイング理念です。 
ただし、この基本を常に体現する事は全てのゴルファーにとってとても難しいことです。こ
の基本を分かりやすい言葉で伝え、正しいスイングを反復し繰り返せるようにレッスンを行
っていく、それが私たちが作り上げた NYSG のメソッドです。

NYSGメソッド

東京ゴルフ専門学校 理事　エグゼティブ アドバイザー

プロフェッショナルに学ぶ
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「NYSG メソッドとはどの様なものでしょうか？」

内藤雄士：
　　NYSG メソッドとは、私が設立した内藤雄士スクールオブ

ゴルフ（NYSG）で行われているレッスン方法の総称です。ま
ずお客様のスイングをビデオ撮影し、スイングを解析し
て診断し、その診断に基づいたレッスンを組み立て
る。ビデオ解析を中心に個々のゴルファーに合わせ
たレッスンを行うためのノウハウをまとめた考え方
のことです。

　　東京ゴルフ専門学校に入学されたみなさんに
は、この NYSG メソッドを修得してゴルフ業界
で広く活躍してほしいと思っています。

「東京ゴルフ専門学校では、NYSG メソッドを具体的にどのように
学べますか？」

内藤雄士：
　　入学後は学校の教場であるショートコースと、隣接のハイランドセンターの施設

とを使って、私と一緒に NYSG メソッドを 15 年以上学んでいる信頼できるスタッ
フが、マンツーマンに近い形で学生個人個
人にレッスンを行います。
　ショートコースではショートゲームの練
習だけでなく芝の勉強やルールの勉強、コ
ースの設計についても学びます。もちろん
私自身も定期的に講義を行っていきながら
皆さんのゴルフの上達と知識の習得のお手
伝いをしていきます。

エグゼティブ アドバイザー 内藤雄士に聞く

内藤雄士が考えるNYSGメソッドとは
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「卒業後はどの様な進路を望めますか？」

内藤雄士：
　　NYSG メソッドをしっかり学べば技術は飛躍的に向

上します。技術を磨いてプロゴルファーを目指す、
また NYSG メソッドを学ぶことでインストラクタ
ーを目指すこともできます。と同時にゴルフに関

する様々な知識が増えゴルフ業界のあらゆる分
野において活躍できる力が身につきます。
　実際に卒業生は多種多様な分野で活躍して
います。

「将来、ゴルフ界での活躍を希望している方へのメッセージをお願
いします。」

内藤雄士：
　　日本のゴルフ界は 17 団体プラスアルフ

ァの多種多様な団体から構成されており、
その中では優れた人材が求められていま
す。通常は業界に入ってから専門知識を
身に着ける方が多いのですが、東京ゴル
フ専門学校で 2 年間しっかり学んでいれ
ばどの業種に就職しても即戦力として活
躍するための技術と知識を修得すること
が出来ます。

　　東京ゴルフ専門学校に入学を考えている皆さん、私たちと一緒に 2 年間しっかり
努力していきましょう。

エグゼティブ アドバイザー 内藤雄士に聞く

東京ゴルフ専門学校入学を考えている
皆さんへ伝えたい事
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教員紹介

講師紹介

スイング論・ゴルフ指導論
実技指導

PGA ティーチングプロ
NYSG インストラクター
日本体育大学卒

ルール論・卒業研究
実技指導

JGRA プロフェッショナル会員
明治大学卒
東京ゴルフ専門学校卒

施設管理学

芝草管理技術者
東京ゴルフ専門学校卒

渡部功プロ

エチケット・マナー

鈴木康之
ゴルフトレーニング論

浅見芳典

用具論・用具メンテナンス実習

渡辺信宏
スポーツ生理学

宮崎正巳

ゴルフの歴史

大塚和徳
ゴルフ心理学

若橋保男

加藤展也坂本光暢

プロフェッショナルに学ぶ
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東京ゴルフ専門学校での学生生活は単なる情報の記憶がゴールではありません。
ゴルフ界のさまざまな分野の第一線で活躍経験のある講師陣から実際のビジネスフィール
ドで役立つフィードバックを得ることが出来ます。
教えられる知識に加え、現場で実際に役立った「生きた情報」を得ることが真の目的です

専門知識を身に付ける



09

充実したカリキュラム

スイング論 用具メンテナンス

トレーニング論 ルール論

応用ショートゲーム論

ジュニア指導論

ゴルフの歴史

コース実習 卒業研究

栄養学

©（株）ゴルフダイジェスト社

スイング論

トレーニング論

応用ショートゲーム論

栄養学

施設管理学

用具メンテナンス

ルール論

ゴルフの歴史

ジュニア指導実習

卒業研究発表会
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ゴルフの技術はもちろんですが、ルールや最新のスイング理論、ビデオを使っ
てのスイング解析法、ゴルフ指導論、トレーニング論、栄養学、などゴルフに
関連する学問を幅広く学べるカリキュラムが本校の特徴です。最近のゴルフに
おいて科学的なアプローチが常識となっている現在、理論的な視点は上手くな
るための必須条件。競技で壁にぶつかったとき、理論と実践を学べる環境が突
破力を身につけます。そして、努力して得た知識は、競技者としても、指導者
としても、将来活躍するためのかけがえのない財産となります。

ゴルフを学ぶ

ゴルフを基本から学ぶ

スイング理論

強化合宿

特別講師による講義

エチケット・マナー

トレーニング実習

パッティング論

©（株）ゴルフダイジェスト社
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自己管理力を磨く

東京ゴルフ専門学校は、ゴルフ界で生き抜く力を養うフィールドです。特徴あるカ
リキュラムに加え、教員や先輩などとの交流が自然にあなたを磨き、困難に打ち勝
つ力を与えてくれます。カリキュラムには、合宿や学園祭、ジュニア指導実習など
があり、団体生活を通じ協調性や感謝する心、忍耐力などを向上させます。ゴルフ
は審判不在の唯一のスポーツです。それ故、ゴルフのエチケット・マナー・ルール
を学び、実践することで自己管理力を高め、人間力を磨くことができるのです。そ
れは生涯にわたりあなたの力となり、人生を切り開いてくれるでしょう。

「人間力」を高める
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夢を実現する

菅田昌貴さん　　６期生
Golf	TEC	by	GDO		ゼネラルマネジャー

学校で学んで良かったこと
　東京ゴルフ専門学校に入学して良かったと思うことは、スイング論・クラブメンテ
ナンス・ゴルフの歴史・ゴルフ経営論・ゴルフ指導論・スポーツ生理学・スポーツ医
学などゴルフの腕前の向上だけでなくゴルフの事をトータルで学べたことです。
　在学中にもっと真面目に勉強しておけばよかったなぁといつも思っていますが。。。（笑）

学生へのメッセージ
　専門学校に入る前は、大学のゴルフ部に行こうか迷っていましたが、東京ゴルフ専
門学校を選んで本当に良かったと思っています。
　当時の仲間は今でもかけがえのない存在で、今後もずっと大切な友人です。
　現在は、専門学校で学んだ事を生かし、様 な々レベル・様 な々目標を持つあらゆるゴル
ファーを幅広くレッスンをしながら、新人コーチの指導もしています。
　個人個人の体力・目標に合わせて、楽しみながら効率良くレベルアップしていけるような
レッスンをいつも心掛けています。

卒業生



13

江澤悟さん　　12 期生
コナミスポーツ磯子　インストラクター

学校で学んで良かったこと
　2年間を通しゴルフ技術、ゴルフスイング理論、クラブ構造、
ゴルフ場の管理など様々なことを学びました。東京都内で芝
生の上でアプローチ練習できる環境も魅力的でした。
　１番良かったと思えることは人との出会いです。将来に繋が
る多くの出会いがありました。皆さんには学校生活での出会
いを楽しみに、日 を々大切に過ごしていただければと思います。

学生へのメッセージ
　これからプレーヤー、ティーチングプロ、技術者など様 な々
場所でご活躍されると思います。どのような場所でも、ゴルフ
は老若男女どんな方でも一緒に楽しめるスポーツだということ
を伝え、今後のゴルフ業界を一緒に盛り上げていきましょう。
　東京ゴルフ専門学校で思いっきり学び、ゴルフ業界の発展
にご協力いただけることを願っています。

卒業生

北本治生さん　　14 期生

東京インドアゴルフ株式会社　代表取締役

学校で学んで良かったこと
　ゴルフのテクニカルな面はもちろんのこと、大切なマ
ナー、ルール、ゴルフの歴史、コース管理、体づくりと健
康管理、体の構造など、幅広く学ぶことが出来てすばらし
かったです。

学生へのメッセージ
　ゴルフを続けているといいことが必ずあります。
一日一日を大切に、すばらしい人生にしていって下さい！！

卒業生
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廣内猛さん　　19 期生

プロゴルファー

学校で学んで良かったこと
　大学ゴルフ部を卒業し、プロを目指してゴルフを継続したいと
考え入学を決めました。プロによるコースレッスンやコースマネー
ジメント、ショートゲームの授業など専門的な指導を受けられる
ことで、技術力を磨くことが出来、卒業して３年でPGA資格認
定プロテストに合格することができました。
　仲間と共に学べたことが力になったと思います。

卒業生

小倉健太さん　　20 期生

フジクラゴルフクラブ相談室		木場店		フィッター・クラフトマン

学校で学んで良かったこと
　仕事で生きてくる所は基礎的な事が多い。
　ルール、ラウンドの回数、経験、ショートゲームの技術力など、
非常に自分の力になっている。

学生へのメッセージ
　自分のやりたい事、進みたい道に向け、何をやれば良いか、
何が足りないかを考えれば手に入る環境はあるので、その後は
自分次第。

卒業生

増田健一さん　　８期生
太平洋御殿場WEST　コース管理

学校で学んで良かったこと
　卒業して20 年たった今でもゴルフを通じて八期生のみんな
や卒業生の人達との繋がりがある事です。

学生へのメッセージ
　信念を持ってやれば必ず明るい未来が待っています。

卒業生



15

渡辺耕二郎さん　　

指導者、プレーヤー志望

　社会人として趣味のゴルフを楽しんできました。ゴルフの
素晴らしさを実感するうち、日毎に幅広い知識への興味が増
していき、ついには第二の人生としてゴルフ業界で自分の力
を発揮したいと思い入学しました。
　プレーヤーとしての実戦力を磨きつつ、指導者など様々な
形で多くの人たちにゴルフの楽しさや奥深さを伝え、誰もが
身近に親しめるスポーツとして発展させたいと思っています。

在校生

河野勝成さん

プレーヤー志望

　大学のゴルフ部や研修生よりも短期間でゴルフに関する
様々なことが学べると思い入学を決めました。
　教場の芝で思う存分練習が出来、スイング理論やトレーニ
ング、用具の事まで学べ、内容の濃い日々を送っています。
　この恵まれた環境で自分自身を磨けば将来の夢も叶うと思
います。

在校生

小西梨里加さん

クラフトマン志望

　ゴルフの仕事に就けたらいいなと思い入学しました。
　入学後は毎日ゴルフの練習ができ、先生方もとても親切に
教えてくれます。
　また、歴史、トレーニング、用具についてなどゴルフに関
することが幅広く学べるので、勉強になりとても楽しいです。
　これから技術向上に向けて頑張ります。

在校生

夢を実現する

協力：（株）ゴルフダイジェスト社、（株）コナミスポーツ、（株）GDOゴルフテック、東京インドアゴルフ（株）



168-0072　東京都杉並区高井戸東 3-27-11
TEL:03-3247-3636 　FAX:03-3247-1818
E-mail:officetgc@tgc.ac.jp

http://www.tgc.ac.jp

東京ゴルフ専門学校
（高井戸駅より徒歩５分）

（高井戸駅より徒歩５分）
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高井戸駅 浜田山駅

至吉祥寺 至渋谷

ミスタードーナツ■

高井戸小■ 東京ゴルフ専門学校
21ゴルフコース

高井戸東
三丁目バス停

Since 1989


