平成２３年度
社団法人

全国大学体育連合
事業報告書

平成２３年度

事業報告
常務理事会

テーマ
新しい時代の大学体育のビジョンづくり

推進事業
１．公益法人への移行と公益事業の理解と定着 総務部、将来構想特別委員会
２．機関誌・教育研究論文誌の電子化

編集・出版部

３．研修会の充実

研修部、指導者養成委員会

４．調査結果の活用の検討

調査・研究部

５．会員に迅速に行き渡る広報

広報部、各部、各委員会、各支部
大学体育関連調査チーム

６．関連団体との連携・協力の拡充

渉外部

７．創立６０周年記念事業準備

将来構想特別委員会、60 周年誌編集委員会

８．東日本大震災復興支援

復興支援事業委員会

以上

平成２３年度

総務部事業報告

Ⅰ 基本方針 本連合の円滑な運営に寄与する
Ⅱ 会議関係等
◇総会、理事会、常務理事会、支部長会、部長会、運営委員懇談会
平成２３年 ４月１３日：第１回常務理事会・第１回部長会
５月２７日：第２回常務理事会・第２回部長会
６月１１日：平成２２年度通常総会・理事会
７月 ２日：第３回常務理事会・第３回部長会、運営委員懇談会
７月２９日：第４回常務理事会・第４回部長会
８月２４日：支部長会
１０月２１日：第５回常務理事会・第５回部長会
１１月１８日：第６回常務理事会・第６回部長会
１２月１６日：第７回常務理事会・第７回部長会
平成２４年 １月１３日：第８回常務理事会・第８回部長会
◇監査
平成２３年５月２０日平成２２年度収支決算監査
◇部会：
第1回 平成２３年１１月 １日
第２回 平成２３年１１月２５日
第３回 平成２３年１２月２６日
Ⅲ 事業関係
◇ 事務所および事務の適正な運営
◇ 会計処理（税務処理を含む）の執行（公認会計士へ支援を委託）
本年度、高丸副部長が会計を担当した。
◇ 各支部との連携
中央研修会が8月に北海道支部主管で倶知安町周辺にて行われた。その際、支部長会を開催
した。また、法人移行後の会計処理・監査の体制や規約改正等についても連携を図った。
◇ 会員管理
◇ 定款と諸規則改正の検討
◇ 機関誌・報告書のバックナンバー管理
◇ 役員管理（法務局への手続き等）
◇ 新法人制度の情報収集、移行準備

Ⅳ 会員数（平成２４年１月１９日現在）
前年３月31日
国公立総合大学

45

47

国公立単科大学

22

21

私立総合大学

104

105

私立単科大学

120

122

短 期 大 学

58

62

71

67

420

424

個

人
計

賛助会員

3

3

Ⅴ 事務所の業務曜日等
◇業務曜日：月～金曜日（午前１０時～午後４時）の５日制。
◇職 員：下野朊子、和泉恵利子
Ⅵ 構成員
部 長：
副部長：
副部長：
部 員：

村山
高丸
雪吹
石崎

光義（慶應義塾大学）
功（学習院大学）
誠（目白大学）
聡之（芝浦工業大学）

平成２３年度 会員異動一覧
１．新会員
１）大学会員
①東北薬科大学（私立単科・東北支部）
２）個人会員
① 海老島 均（個人・関東支部）
②木村 真奈美（個人・関東支部）
③桂 玲子（個人・北海道支部）
④光川 眞壽（個人・関東支部）
⑤中島 早苗（個人・関東支部）
⑥辻田 純三（個人・近畿支部）
⑦中村 大輔（個人・関東支部）
⑧岡田 光弘（個人・関東支部）
⑨鈴木 玲子（個人・東北支部）
⑩高野 千春（個人・関東支部）
⑪重藤 誠市郎（個人・関東支部）
３）賛助会員
なし
２．会員種別・名称の変更
①四国学院大学（私立単科・中四国支部）平成２３年度より私立単科→私立総合大学
②福岡女子大学（国公立総合・九州支部）平成２３年度より国公立総合 → 国公立単科へ
３．名称・住所等の変更
①東海大学短期大学部（短大・関東支部） →（短大・東海支部） 7月20日届出
②田井健太郎（個人・関東支部）→ （個人・九州支部）
③吉川 昌則（個人・東北支部）書類送付先の変更 10月24日届出
④法元 康二 → 三浦 康二（個人・関東支部）書類送付先の変更 10月27日届出
４．退会
１）大学会員
①愛知産業大学（私立単科・東海支部）１月２７日届出
②島根県立大学短期大学部（短大・中四国支部）１２月２日届出
③名古屋経済大学短期大学部（短大・東海支部）１月２４日届出
④釜崎 太（個人・関東支部）３月３１日届出
⑤村上 郁磨（個人・九州支部）３月３１日届出
⑥長崎総合科学大学（私立総合・九州支部）４月１３日届出
⑦北海道自動車短期大学（短大・北海道支部） ７月１日届出
⑧大阪市立大学（国公立総合・近畿支部） ７月２９日届出
⑨梅花女子大学（私立総合・近畿支部） ９月２７日届出
⑩福岡医療福祉大学（私立単科・九州支部） １０月５日届出
⑪東京立正短期大学（短大・関東支部） １１月２８日届出
⑫聖トマス大学（私立単科・近畿支部） １２月１９日届出
２）個人会員
①片岡義則（個人・関東支部）
以上

平成２３年度

研修部事業報告

Ⅰ 基本方針
・支部の協力のもと、会員のFD機会として中央研修会の内容充実と参加者満足度の向上に努める。
・支部および関連諸団体に対する支援補助金の交付を円滑に行う。
・研修会の充実に要する資金調達に尽力する。
・２年目となる研修精励賞の広報に力を入れる。

Ⅱ 会議関係
１）研修部会
平成23年 ７月27日(金)
平成23年 ９月22日(木)
平成23年10月28日(金)
平成23年12月 ８日(木)

17:00～19:00 立教大学
18:30～20:30 明治大学
18:30～20:30 立教大学
18:30～20:30 明治大学

２）中央研修会の開催に関わる関係者等との打ち合わせ
平成23年８月10日(金) 15:00～ 文部科学省

Ⅲ 事業関係
１．平成23年度中央研修会の開催
期 日：平成23年８月21日(日)～24日(水)
場 所：北海道虻田郡倶知安町、ニセコ町周辺（ホテルニセコアルペン、
ホテル第一会館、尻別川、ニセコ連山、ニセコ東急ゴルフコース）
テーマ：大学体育における集中授業の新たな展開
内 容：特別講演、基調講演、事例報告、実技指導研修（ゴルフ、トレッキング、
カヤック、ラフティング）、グループディスカッション
主 管：全国大学体育連合北海道支部
後 援：文部科学省、倶知安町教育委員会、ニセコ町教育委員会
備 考：スポーツ振興くじ助成金事業、修了証及びバナー作成
２．平成24年度以降の全国研修会の準備に関わる業務
（１）主管(近畿支部)との意見交換、企画検討
期日：８月20日、21日、22日 ＊中央研修会開催期間中
出席：伊達（近畿支部長）、小林理事長、研修部（嵯峨、後藤、柳田）
（２）打ち合わせ、会場視察 ９月８日～９日（谷藤副部長）
３．研修支援補助金の交付に関わる業務
（１）23年度補助金交付
（２）24年度補助金申請受付
４．スポーツ振興くじ助成金申請等に関わる業務
（１）23年度申請書（修正版）、交付依頼書の提出
（２）23年度事業・収支決算報告書等の提出
（３）24年度申請説明会への出席

（４）24年度申請書の提出
５．大学体育研修精励賞に関わる業務
（１）広報（賞の創設および申請要領の告知）
（２）審査 申請１件
（３）記念品手配
６．その他
（１）東日本大震災スポーツ復興支援検討会への部員派遣
時期：６月29日（水）～30日（木）
場所：宮城県仙台市、石巻市ほか
谷藤千香（研修部副部長）

Ⅳ 構成員
部 長
副部長
副部長
部 員
部 員
部 員

嵯峨 寿（筑波大学）
後藤光将（明治大学）
谷藤千香（千葉大学）
石渡貴之（立教大学）
高橋京子（明治大学）
柳田泰義（神戸大学） ＊平成24年度全国研修会主管支部選出
以上

平成２３年度

指導者養成委員会事業報告

Ⅰ 基本方針
・24 年度指導者養成研修会の準備を行い，内容充実と参加者満足度の向上に努めた．
・25 年度指導者養成研修会の充実に要する資金調達などの準備を行った．
・指導者養成研修会の今後の在り方についての検討を行った．

Ⅱ 会議関係
日時：平成23年9月22日（木）20:00〜22:00
場所：明治大学（駿河台キャンパス）リバティタワー1071教室（7階）
出席（敬称略）：石渡，嵯峨，後藤，谷藤，石井，柳田（欠席：高橋）
議題：1．第3回（平成23年度）指導者養成研修会について
日時：平成23年10月28日（木）18:30〜21:00
場所：立教大学（池袋キャンパス）6号館第3会議室
出席（敬称略）：石渡，嵯峨，後藤，谷藤，高橋，石井，柳田
議題：１．平成23年度指導者養成研修会について
２．テニスDVD製作について
３．平成24年度スポーツ振興くじ助成事業について
日時：平成23年12月7日（木）20:00〜22:00
場所：明治大学（駿河台キャンパス）リバティタワー1071教室（7階）
出席（敬称略）：石渡，嵯峨，後藤，谷藤，高橋，柳田
議題：１．平成23年度指導者養成研修会について
２．平成23年度 事業報告について
３．平成24年度 事業計画について
Ⅲ 事業関係
平成24年3月4日〜3月6日に第3回（平成23年度）大学体育指導者養成研修会開催を予定していたが、
平成24年1月20日より新法人に移行するため，平成23年度事業としては実施無し
Ⅳ 構成員
委員長：石渡 貴之（立教大学）
副委員長：嵯峨 寿（筑波大学）
副委員長：後藤 光将（明治大学）
委 員：谷藤 千香（千葉大学）
委 員：高橋 京子（早稲田大学）
委 員:石井 秀幸（立教大学）
委 員:柳田 信也（東京理科大学）
以上

平成２３年度

調査・研究部事業報告

Ⅰ 基本方針
大学体育に関する調査研究および大学体育研究助成の実施
Ⅱ 会議関係
調査・研究部会：３回（6/21、8/8, 11/23）
その他メール会議
大学体育研究助成選考委員会（メール審議12月-１月）
Ⅲ 事業関係
1. 体力測定調査の抜本的見直し
今までの報告書を見直し、その問題点を検討した結果、体力調査実施状況のアンケート調査は回答数
を増やす工夫をした上で継続実施すること、および体力測定データのまとめについては、統計方法に
留意してデータの集約を行うことが常務理事会で了承された。平成24年度には体力測定調査と平成11
年度以降の調査結果のデータの年次推移のデータの提供とあわせて行い、平成25年度に教育実態調
査を実施し、以降2つの調査を1年おきに実施することが常務理事会で了承された。
2. 大学体育研究助成
平成22年度に交付した研究課題の報告書（論文）を受け付け、平成23年度に交付した研究課題の管理
監督、および平成24年度に交付する研究課題の募集と審査の事務を担当した。
平成24年度の研究助成には9件の応募があり、以下の5件に助成することが常務理事会で決定した。
石垣 亨(愛知県立芸術大学)「ｽｷｰ実習現場での滑走姿勢確認による新たなｽｷｰ自習指導法の開発」
櫻井 健太(目白大学)ほか2名、「保健医療・看護学部における教養体育内容の検討-卒業生 調査と受
講生評価から-」
平工 志穂(東京女子大学)ほか1名、「大学体育におけるG ボールを用いた授業の教育効果について女子学生を対象に-」
中山 正剛(別府大学短期大学部)ほか4名、「学士教育における体育授業が学士力に及ぼす長期的な
効果に関する研究-介入授業終了後の持続効果に着目して-」
高橋 京子(明治大学)「大学体育において、東洋の身体技法が健康に及ぼす影響の実証的研究」
Ⅳ 構成員
部 長：飯野 要一（東京大学）
副部長：松本 秀夫（東海大学）
副部長：松井 泰二（東京工科大学）
部 員：荒井 弘和（法政大学）
以上

平成２３年度

編集・出版部事業報告

Ⅰ 基本方針
機関誌・教育研究論文誌の充実を図り、スムーズな発行ができるように取り組む
Ⅱ 会議関係
編集会議の開催 (メール会議)
定例部会
８回開催
※その他メール会議等
Ⅲ 事業関係
(1) 機関誌関連
① 大体連機関誌『大学体育』９７号（７月）編集・発刊
② 大体連機関誌『大学体育』９８号（12月）編集・発刊
③ 上記①②に関わる取材出張（原稿執筆依頼、録音、撮影）
・中央研修会
北海道ニセコ町 平成２３年８月２１日（日）から２４日（水）
・日本体育学会 鹿屋体育大学 平成２３年９月２６日(月)
(2) 教育研究論文誌関連
① 教育研究論文誌『大学体育学』第9号の投稿状況
※今号への投稿は、原著論文編、研究資料編、事例報告編、 計１２編であった。
現在査読依頼中
Ⅳ 構成員
部 長
副部長
副部長
部 員
部 員
部 員
部 員

村本 和世
荻 浩三
成瀬 和弥
大家 千枝子
津山 薫
武田 丈太郎
平田 大輔

（日本体育大学女子短期大学部）
（日本体育大学） 教育研究論文誌 大学体育学担当
（筑波大学） 機関誌 大学体育担当
（高崎健康福祉大学）
(日本体育大学）
(筑波大学)
（専修大学）

教育研究論文誌『大学体育学』編集委員会構成員
委員長
村本 和世 （日本体育大学 女子短期大学部）
副委員長 荻 浩三 （日本体育大学）
委 員
荒井 宏和 （流通経済大学）
委 員
池上 久子 （南山大学）
委 員
神野 賢治 （金沢星陵大学）
委 員
木内 敦司 （大阪工業大学）
委 員
嵯峨 寿 （筑波大学）
委 員
佐藤 明 （東北大学大学院）
委 員
杉山 進 （お茶の水大学）
委 員
鈴木 久雄 （岡山大学）
委 員
玉江 和義 （宮崎大学）
委 員
武田 秀勝 （北星学園大学）
委 員
中山 正吉 （島根大学）
※50音順

以上

平成２３年度

ＦＤ推進部事業報告

Ⅰ 基本方針
大学体育優秀論文賞制度や大学体育ＦＤ推進校表彰制度、調査研究などによって会員のＦＤ活動を推
進する。
Ⅱ 会議関係
定例部会２回開催(4/23、11/26)
大学体育ＦＤ推進校審査委員会1回開催(11/26)
大学体育優秀論文選考委員会(メール審議5月～6月)
Ⅲ 事業関係
１．大学体育優秀論文賞
平成23年度の審査事務を担当した。『大学体育学』第8号掲載の８本の論文を対象に審査した。審査
結果と要項とを照合し、今年度は「該当者なし」となった。
２．大学体育ＦＤ推進校表彰の実施
１校から応募があり、審査の結果、東海大学を表彰することを常務理事会で決定した。

Ⅳ 構成員
部 長
副部長
副部長
部 員
部 員
部 員

平田 智秋(十文字学園女子大学)
白土 男女幸(目白大学短期大学部)
森田 啓(千葉工業大学)
田中 博史(大東文化大学)
山内 賢(慶應義塾大学)
柳田 泰義(神戸大学)
以上

平成２３年度

広報部事業報告

Ⅰ 基本方針
大学体育に関する広報の発信や内外の情報収集の成果を広く速やかに会員に提供する。
Ⅱ 会議関係
定例部会 ４回開催
Ⅲ 事業関係
１．ホームページ更新とメールニュース発送の管理・運営（担当 渡辺 副部長）
（１）ホームページ更新項目 最大 11(11月) 最小 1(9、10、1月)
（２）メールニュース DAITAIREN情報
最大の項目数と月 12(7、8月)

最小の項目数と月 2(5月)

（３）ホームページアクセス数の推移
最大アクセス数 ９２９１(7月) 最小アクセス数 ７８８８(５月)

月
4月
ホームページ
6
更新記録
メールニュース配
8
信記録
ホームページ
8220
アクセス数

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

4

9

5

9

2

4

12

7888

8724

9291

1月

1

1

11

4

1

12

3

3

11

4

5

8939

8437

8356

8747

8312

8554

Ⅳ 構成員
部長
宮﨑 正己（早稲田大学）
副部長 渡辺 英次（専修大学）
部員
佐藤 健 （実践女子大学）
以上

平成２３年度

渉外部事業報告

Ⅰ 基本方針
大学体育関連団体との連携・協力を拡充すると共に、国内外の情報収集による成果を会員に提供する。
また、日本体育学会と共催シンポジウムを開催する。
Ⅱ 会議関係
定例部会の開催(３回)4/27, 6/14, 10/18
Ⅲ 事業関係
１．日本体育学会大会時の共催シンポジウム開催
約75名参加
日 時
9月26日（月）16:20～18:20
会 場
鹿屋体育大学 水野講堂
テーマ
震災と大学体育・スポーツ
パネリスト
（社）全国大学体育連合前東北支部長 山崎 省一（石巻専修大学）
(社)日本体育学会常務理事・東日本大震災対応特別委員会本部委員
近藤 良享（中京大学）
（社）全国大学体育連合常務理事・復興支援事業委員会委員
村山 光義（慶応義塾大学）
コーディネーター（社）全国大学体育連合常務理事・渉外部長
師岡 文男（上智大学）
２．国内関係団体との連携模索
（１）
体育系学科 ： ヒヤリング実施
（２）
高等専門学校： （社）全国高等専門学校体育協会に文書送付
３．海外の関係団体の情報収集と情報発信
ICHPER・SD（国際保健体育レクリエーション・スポーツ・ダンス協議会）とICSSPE(国際スポーツ科
学体育協議会)の情報収集を行い、最新情報を『大学体育』、メールニュース、ホームページなどで広
報した。また、ホームページの「ENGLISH」頁を更新して海外への情報発信に努め、諸外国の大学体
育関係者との交流をはかった。
Ⅳ 構成員
部長
師岡 文男(上智大学)
総括・大学体育問題連絡会
副部長 海老島 均（成城大学）
共催シンポジウム・関係団体との連携
部員 寺田 佳代（国際基督教大学）
海外情報担当
部員 元安 陽一（上智大学）
議事録・会計・広報・庶務担当、関係団体との連携
以上

平成２３年度

将来構想特別委員会事業報告

Ⅰ 基本方針
・将来における公益法人移行に関する諸問題の検討
・将来における公益事業内容の検討
・全国大学体育連合設立60周年記念事業の検討
Ⅱ 会議関係
定例委員会の開催
第１回委員会 ７月２日
第２回委員会 ８月４日
第３回委員会 ８月11日 （公益認定等委員会窓口相談）
第４回委員会 ９月20日
第５回委員会 10月13日
第６回委員会 11月10日
第７回委員会 12月8日
Ⅲ 事業関係
公益法人移行申請手続き
・9月2日 申請書類提出
・9月20日 公益認定等委員会事務局との打合せ、面談
・10月7日 申請書修正再提出
・10月14日 公益認定等委員会事務局担当者との打合せ
・10月18日 公益認定等委員会事務局担当者との打合せ
・10月20日 申請書修正再々提出
・11月8日 公益認定等委員会へ諮問
・11月11日 公益認定等委員会の答申
（平成24年1月20日移行登記手続き）
総務部と連携し、公益事業内容の検討
総務部と連携し、定款および下位規程の検討と整理
会費改定、高専加入に関する諸問題の検討
60 周年記念事業についての検討
Ⅳ 構成員
委 員 長 ：重城 哲 （日本大学）
副委員長 ：佐藤 健 （実践女子大学）
井上 直子
（青山学院大学）
委
員 ：本間玖美子
（目白大学）
近藤 克之
（日本大学）
60 周年記念誌編集委員 ：
山田 茂 （実践女子大学）
杉山 進 （お茶の水女子大学）
後藤 光将
（明治大学）
以上

平成２３年度

復興支援事業委員会事業報告

Ⅰ 基本方針
震災で甚大な被害を被った会員および被災者にスポーツを通じた支援を行う。
Ⅱ 会議関係
メール審議10数回 (6月～１月)
Ⅲ 事業関係
１．復興支援事業委員会運営要綱の作成
原案を作成し、常務理事会(7/2)に上程した。
２．復興支援ホームページの開設と更新
６月末に開設し、被災地レポートや復興支援活動補助報告を掲載した。
３．復興支援検討会の開催
・6月29日～30日(仙台～石巻)を実施した。
スタッフは谷藤研修副部長と山崎前東北支部長。参加者は５名。
・7月8日～9日(花巻～陸前高田)は参加希望者がないため、中止にした。
４． エコノミークラス症候群予防体操ポスター配布
・３万枚を印刷し、岩手、宮城、福島３県と会員に配付した。
５．復興支援活動等補助の申請受付と審査
１件の支援物資送付と４件の支援活動に補助した。
６．復興支援募金の開始準備
被災地の学校体育を経済的に支援するために募金活動をすることにし、その準備をした。
７．日本体育学会共催シンポジウム(9/26)での報告
「震災と大学体育・スポーツ」をテーマとして開催したシンポジウムに、
２人の委員が報告者として登壇した。
Ⅳ 構成員
委員長
小林 勝法(文教大学)
委 員

佐藤
山崎
宮崎
村山

明（東北大学）
省一（石巻専修大学）
正己（早稲田大学）
光義（慶應義塾大学）
以上

平成２３年度

大学体育関連情報調査チーム事業報告

Ⅰ 基本方針
① 大学体育および本連合の発展に必要な研究を推進する。
② 首都圏だけでなく、全国から研究員を募り、研究を推進する。
Ⅱ 会議関係等
メールやＳＮＳによる情報交換 20数回（９月～１月）
Ⅲ 事業関係
１．大学体育関連情報マンスリーレポートの発行
12月に創刊し、ホームページに掲載し、発行をメールニュースで通知した。
２．研究活動の開始
① 教育・スポーツ政策研究
（教育振興計画、学習指導要領、スポーツ振興計画、日中韓連携、中教審)
②カレッジインパクト
（卒業生、４年生、大学新入生、高校生進学調査）
③ＩＣＴ利用授業開発

Ⅳ 構成員
代 表
研究員

小林 勝法(文教大学)
岡田 光弘（国際基督教大学）
神野 賢治（金沢星稜大学）
木内 敦詞（大阪工業大学）
北 徹朗（帝京科学大学）
田原 亮二（福岡大学）
中島 寿宏（北海道工業大学）
中山 正剛（別府大学短期大学部）
丸井 一誠（福岡大学）
山内 賢（慶應義塾大学）
以上

平成２３年度
社団法人

全国大学体育連合

各支部事業報告書

平成２３年度

北海道支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
平成２３年度総会
日 時：平成２３年１１月２０日
場 所：北海道教育大学旭川校
内 容：平成２２年度事業報告および決算
平成２３年度事業計画および予算
Ⅱ 研修会等事業
○ スポーツ振興くじ助成事業「平成23年度大学体育指導者中央研修会」
主催 社）全国大学体育連合
主管 全国大学体育連合北海道支部
日時：平成２３年８月２１日～２４日
場所：北海道虻田郡倶知安町字山田ニセコアルペン
（実施講習種目：ゴルフ，トレッキング，カヌー）
○ 平成２３年度北海道体育学会年次大会（共催フォーラム）
（テーマ：クロスカントリーの魅力）
日時：平成２３年１１月１９日
大会実行委員長 村田 芳久
場所：北海道教育大学旭川校
○ 冬期実技研修会 「北海道支部ヒールフリースキー研修会」
テーマ：積雪地の冬季の体育：大學教育におけるスキーを中心とした生涯体育の展望
日 時：平成23年3月21日～24日（予定）
協 力：北海道教育大学旭川校
場 所：〒044-0081
北海道虻田群倶知安町字山田グランヒラフスキー場
世話役：古川 善夫（北海道教育大学旭川校）
佐々木 敏（北星学園大学）
角田 和彦（北星学園大学）
詳細ＨＰ
http://www.daitairen.or.jp/kenshu/pdf/2011shibu_hokkaidou2.pdf
Ⅲ その他の事業
なし

以上

平成２３年度東北支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
主な会議として、総会を５月28日（土）東北大学で開催した。
平成２２年度事業報告と決算報告、平成２３年度の事業計画と予算案の承認。
５月14日（土）小林理事長が東北大学に来校し東北の支援について懇談、沿岸地域を視察。
Ⅱ 研修会等事業
予定していた初心者対象シーカヤック（８月）は震災のため中止
今年度は震災のため５月以降に新学期が始まり夏期休業に大学の授業が食い込んだため，事業開催が
困難となった。
Ⅲ その他の事業
東北支部会員校の東北学院大学鈴木宏哉准教授が宮城県女川町の小中学校で「体育的活動の活性化
および放課後の運動環境作り」を大体連の支援を受けて行なう。
以上

平成２３年度

関東支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
【総会】
期日：平成23年７月31日（日）
場所：国士舘大学世田谷キャンパス34号館B304教室
議題：１．役員改選
２．平成22年度事業報告
３．平成22年度決算報告
４．平成23年度事業計画案
５．平成23年度予算案
６．その他
【理事会】
第１回理事会 平成23年6月4日（土） 於：東京都市大学世田谷キャンパス第２会議室
議題：１．平成22年度事業報告および決算について
２．役員改選について
３．平成23年度総会および第１回研修会について
４．関東支部４年間の報告書の作成について
５．その他
第２回理事会 平成23年7月31日（日） 於：国士舘大学世田谷キャンパス
議題：１．第１回研修会について
２．その他
第３回理事会 平成23年12月19日（月）於：日本体育大学世田谷キャンパス
3406ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
議題：１．第２回研修会について
２．助成事業について
３．その他
Ⅱ 研修会等事業
【第１回研修会】
【日 時】平成23年7月31日（日）14:00〜16:30
【会 場】国士舘大学世田谷キャンパス34号館B304教室
http://www.kokushikan.ac.jp/campus_life/campus/052900_0117.html
【テーマ】乳酸から運動を考える
「乳酸をどう考えて、どう運動や競技に活かしたらよいのか」
講師：八田秀雄先生（東京大学大学院総合文化研究科）
「自転車競技現場における、乳酸測定を活用した選手強化の試み」
講師：柿木克之先生（Blue Wych 合同会社）
「ジュニアスポーツ選手の乳酸応答：サッカー、短距離選手の縦断変化」
講師：星川佳広先生（浜松ホトニクス（株）スポーツホトニクス研究所）
Ⅲ その他の事業
平成19年度〜22年度の活動報告書の完成
以上

平成２３年度

東海支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
平成23年度東海地区大学体育連合総会（予定）
日時：平成24年2月18日（土）17:00〜18:30
場所：南山大学 名古屋キャンパス 体育センター T203教室
議題：1) 平成22年度事業報告
2) 平成22年度決算報告
3) 平成23年度事業報告
4) 平成23年度予算案の繰越金確定に伴う修正および収支報告
5) 平成24年度事業計画
6) 平成24年度予算案
7) その他
第１回理事会
日時：平成23年4月30日(土) 16：00～17:30
場所：南山大学 名古屋キャンパス 体育センター T203教室
議題：1）平成22年度決算報告
2）繰越金確定に伴う平成23年度予算案の修正
3）平成22年度全国大学体育連合総会について
平成23年6月11日（土）に開催
4）第30号大学保健体育研究発刊について
5）夏期研修会の件
6）冬期研修会の件
7）平成23年度全国大学体育連合中央研修会
担当：北海道支部
平成23年8月21日（日）～24日（水）
8）東海地区大学体育連合名簿について
9）大学体育連合東海支部OBとの懇親会について
10）その他
第2回理事会
日時：平成23年10月29日(土) 18：00～
場所：静岡産業大学 磐田キャンパス 1号館1F「第2会議室」
議題：1) 平成23年度全国大学体育連合中央研修会の報告
2) 平成24年度全国大学体育連合中央研修会について
期日：平成24年8月26日(日)、27日(月)、28日(火) 予定
場所：武庫川女子大学
3) 平成25年度全国大学体育連合中央研修会 東海支部主管
4) 平成23年度決算中間報告
5) 平成24年度予算案
6) 冬期研修会の打ち合わせ
7) 平成23年度総会の日程について
8) その他
第3回理事会
日時：平成23年12月27日(火) 17：15～18：30
場所：岐阜県吉城郡奥飛騨温泉郷平湯 平湯プリンスホテル

議題：1)
2)
3)
4)
5)

平成23年度冬期研修会開催について
平成24年度総会開催について
平成24年度夏期・冬期研修会について
平成25年度全国研修会(中央研修会)開催について
その他

Ⅱ 研修会等事業
実技研修
・平成 23 年度夏期実技研修会（東海支部企画）
スナッグゴルフ・ゴルフ研修会 参加人数 20 名
主 催： （社）全国大学体育連合東海支部
開催期間：平成 23 年 8 月 18 日（木） スナッグゴルフ研修
現地集合・解散
平成 23 年 8 月 19 日（金） ゴルフラウンド研修
現地集合・解散
日 程： 18日（木）
12：30～13：00 受付 品野台カントリークラブ練習場
13：30～実技研修（スナッグゴルフ）18：00解散
19 日（金） 8：00 集合 品野台カントリークラブ練習グリーン
8：30～実技研修（ゴルフラウンド）16：00～閉会式・解散
場 所： 品野台カントリークラブ
〒480-1214 愛知県瀬戸市上品野町1350番地
Tel：0561-41-0078 Fax：0561-41-2388
・平成23年冬期実技研修会（東海支部企画）
スキー・テレマークスキー研修会 参加人数43名
主 催： （社）全国大学体育連合東海支部
後 援： （社）全国大学体育連合
開催期間：平成 23 年 12 月 26 日（月）〜28 日（水）
現地集合・解散
場 所： 平湯プリンスホテル 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯
平湯温泉スキー場・ほおのき平スキー場
課題研究
第1分科会：骨粗鬆症の予防に関する研究
−大学生の骨密度、身体活動量、体格、生活習慣に対する意識調査−（その1）
研究誌の発行
大学保健体育研究：第31号（平成24年3月発行予定）
Ⅲ その他の事業
協賛事業
名古屋市教育委員会
（財）名古屋市教育スポーツ振興事業団
「スポーツ実践相談」講師派遣
以上

平成２３年度

北陸支部事業報告

Ⅰ 基本方針
研修会を通して新しい大学体育授業の展開について考える。
Ⅱ 総会等会議
１．平成23年度理事会
期 日： 平成23年12月27日（火）
場 所： 金沢星稜大学511演習室
議 題：１）報告事項
①平成22年度収支精算書，平成23年度収支精算書（案），
平成23年度研修会収支決算書について
２）協議事項
①平成24年度北陸支部事業計画（案）について
②平成24年度支部研修会支援補助金の申請について
③平成24年度北陸支部収支予算（案）について
④支部規約の改正ならびに本部提出について
2．平成23年度理事会および総会合同会議
期 日： 平成24年1月18日（水）
場 所： 金沢星稜大学611演習室
議 題：１）報告事項
①平成23年度北陸支部事業報告について
②その他
２）協議事項
①平成23年度支部助成金に係わる収支精算書（案）について
②平成24年度事業計画（案）について
③平成24度予算（案）について
④平成24年度以降の支部長・事務局の担当について
⑤支部規約の改正について
⑥その他
Ⅲ 研修会等事業
１．平成23年度北陸支部夏期研修会
テーマ： 体育におけるFD活動の進め方～実技・演習科目における課題と展望～
目 的： 「ゴルフ技術の学習および指導法」について個々のスキルに応じた技術の修得や実践的な指
導（法）を学び，スポーツ実技関連科目の現状及び課題などの情報を共有する。
期 日： 平成23年月9月5日（月）～6日（火）
会 場： 呉羽カントリークラブ，かんぽの宿富山
参加者： 9名（講師2名）
研修内容：①グリーン回りにおける注意事項と指導ポイント
②ゴルフ技術の学習および指導法（アプローチを中心に）
③スポーツ実技関連科目の現状及び課題の共有

Ⅳ その他の事業
特になし

以上

平成２３年度

近畿支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
【第1回 理事会】
期日：平成23年6月25日（土）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス
議題：平成23年度新役員について
平成22年度事業報告及び決算
平成23年度事業計画案及び予算案
機関紙大学体育の編集委員推薦について
全国大学体育連合の公益社団法人移行に伴う対応について
平成24年度大学体育指導者中央研修会について
その他
【第1回 総会】
期日：平成23年6月25日（土）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス
議題：平成23年度新役員について
平成22年度事業報告及び決算
平成23年度事業計画案及び予算案
機関紙大学体育の編集委員推薦について
全国大学体育連合の公益法人移行に伴う対応について
平成24年度大学体育指導者中央研修会について
その他
【第2回 理事会】
期日：平成24年1月7日（土）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス
議題：平成23年度決算報告
平成23年度事業報告
平成24年度予算案
平成24年度事業計画案
平成24年度大学体育指導者全国研修会
公益社団法人全国大学体育連合近畿支部運用規約
功労者候補の推薦について
その他
【第2回 総会】
期日：平成24年1月7日（土）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス
議題：平成23年度決算報告
平成23年度事業報告
平成24年度予算案
平成24年度事業計画案
平成24年度大学体育指導者全国研修会
公益社団法人全国大学体育連合近畿支部運用規約

功労者候補の推薦について
Ⅱ 研修会等事業
【第1回研修会】
日時：平成23年6月25日（土）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス・ダンス室
内容：1.講演会「本学の共通教育の理念（ＭＷ教養コア）」
講演会では、講師に濱谷英次（武庫川女子大学共通教育部長）先生を迎え、一般教養科目おける学生の
満足度をアップする工夫と、立学の精神を踏まえた教養と専門の有機的な連携を図り、共通科目の中で体
育が機能するためのヒントについての報告があり、活発なディスカッションが行われた。
内容：2.実技研修会「ジャイロキネシスの理論と実習」
実技研修会では、講師の北島見江先生（武庫川女子大学）による背骨を中心とした多様な方向への運動
構成されているエクササイズを実施した。これは、関節の可動域の拡大や、円・螺旋・回旋系の運動が内臓
および深層の筋肉などの全ての組織や神経伝達回路へ関与して強くしなやかな筋肉へと整えることを目的
としたプログラムであり、受講者はその効果を体感し、機会があれば再度参加したいと言う意見が多かった。
【夏期研修会】
日時：9月8日（木）～9日（金）
場所：武庫川女子大学中央キャンパス、甲子園キャンパス、甲子園会館
内容： メインテーマ「フィットネス授業に導入できるトレーニングプログラム」
■実技研修1. 「ノルディックウォーキングの理論と実習」
（ルート＝大学中央キャンパス→武庫川河川敷→甲子園会館 ３k）
初日は、世界でも100名ほどの国際ノルディックウォーキング連盟公認ナショナルコーチの藤田先生により
ご指導をいただいた。ノルディックウォーキングについての説明および研究結果に基づいた効果について
の講義の後，屋外に出て1時間強のウォーキングを実施した。初めての体験の参加者も多く，有意義な実技
研修であった。到着地点である甲子園会館は20世紀を代表する建築家フランク・ロイド・ライトの愛弟子・遠
藤新が設計し、戦前に「東の帝国ホテル、西の甲子園ホテル」と並び称され、高級社交場としての歴史を持
ち、景観形成重要建造物等に指定されている有形文化財であり，本研修会の参加者にとっては，各大学で
の体育・スポーツの授業において学生の知的好奇心を満足させるための話題作りのための一助になったと
思われる。
■基調講演
「動感身体知に基づいたスポーツ指導のあり方について考える」
上記のテーマで身体知を修得するための方法論、授業展開について講師の三井正也先生（武庫川女子
大学）が有用な手がかりを得るための方策について講演された。参加者からはその重要性を理解でき、意
味深い内容であったとの意見が多かった。
■実技研修2. 「コオーディネーション・トレーニングの理論と実習」
2日目は、講師に長野崇先生（福島リハビリテーション学院）を迎え、動きのコーディネートや、状況の変化に
応じた動きを創り出すトレーニングについて研修が行われた。平衡能力、定位分化能力と反応リズム能力、
運動結合変換能力などを養えるため、現場での活用に生かせると好評であった。
■実技研修3. 「ジャイロトニックメソードの理論と実習」
2日目の午後は、6月に好評であったプログラムを実施すると共にジャイロマシーンを利用したエクササイ
ズを実施した。これは、本学の学生に授業として指導している内容であるが、その効果は講師の北島見江先
生（武庫川女子大学）が学会等で報告され、高い評価を得ている。
【第2回研修会】
日時：平成24年1月7日（土）

場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックス
内容：1. 講演会「メンタル・マネージメント」
講師に近畿大学医学部堺病院心療内科診療講師、仁木稔先生を迎え、演習を含めた講義が提供された。
具体的には、日常のコミュニケーションの大切さ、E-mailと直接話すことのメリット、デメリットなど人間の関係
性についてジェイコブソン等の理論と実践の観点からである。参加者からは、大変興味深く、学生対応や日
常業務において役立てられる事や、自己紹介ゲームは参加者同士のコミュニケーションを深めるきっかけと
なったという感想が寄せられた。
Ⅲ その他の事業
なし
以上

平成２３年度
Ⅰ 総会等会議
支部理事会

中四国支部事業報告

１ 日 時： 平成23年6月（メール会議）
議 題： 監事変更及び平成23年度中四国支部夏期研修会
の計画について
２ 日 時： 平成23年12月（メール会議）
議 題(1)平成23年度事業報告、決算、24年度事業計画、
予算、規約改正等の承認手続きについて
(2)平成23年度総会・理事会について

Ⅱ 研修会等事業
◆研修会１：平成23年度中四国支部夏期研修会
期 日： 平成23年9月30日(金)
会 場： 島根大学
テーマ：「PLAY & STAY テニス実技研修会 」
講 師：西村 覚（島根大学）
内容：PLAY & STAYの考え方についての講義、それに基づいた体育館及びテニス
コートでの実技と指導のポイント
◆研修会２：シンポジウム（岡山大学）の後援
日時
：平成23年11月26日（土）13:30～16：00
場所
：岡山大学一般教育棟
シンポジウムテーマ：「子どもと高齢者の熱中症をどう防ぐか」
主旨説明：鈴木 久雄 (岡山大学スポーツ教育センター)
招待講演
｢日本における熱中症発生の実態とその予防｣ 中井 誠一 (京都女子大学)
シンポジスト：
伊藤 武彦(岡山大学)
「学校現場での環境測定から見えてきたことと今後の対策」
中瀬 克己(岡山市保健所長)
「高齢者の熱中対策をどう進めるか」
Ⅲ その他の事業
なし
以上

平成２３年度

九州支部事業報告

Ⅰ 総会等会議
1．理事会
第1回理事会 平成23年5月15日（於：熊本県 神園山荘 会議室）
第2回理事会 平成23年8月28日（於：沖縄県 名桜大学 講義室205）
第3回理事会 平成23年11月3日（於：熊本県 神園山荘 会議室）

Ⅱ 研修会等事業
1．夏期研修会：「体育・スポーツ・健康に関する実技講習（テニス）」
期日：平成23年8月26日
場所：沖縄県 名桜大学（九州体育・スポーツ学会会場）

Ⅲ その他の事業
1．組織の拡大及び充実について
（未加盟大学への加盟呼びかけ）

以上

