
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 

 

公益社団法人 全国大学体育連合 

 

事業報告書 

  



 

 

平成２４年度 事業報告 

                                  常務理事会 

 

 

テーマ             大学体育と本連合のビジョンづくり 

 

推進事業 

１．大学体育のビジョンの検討 

   シンポジウム「高等教育機関における体育の今、そして未来への展望」を 

日本体育学会と8月23日に共催した。 

２．本連合のビジョンづくりと将来構想 

   公益事業の理解を深め、定着を図った。（総務部、将来検討特別委員会） 

  諸規程を整備した。(総務部ほか) 

   関連団体との連携・協力を拡充した。（渉外部） 

３．会員の参加促進 

   会員に迅速に情報提供した（支部ホームページ､マンスリーレポート、情報公開） 

  創立６０周年記念事業を準備した。（将来検討特別委員会） 

   東日本大震災スポーツ復興活動(補助、募金)を行った。（復興支援事業委員会） 

  男女共同参画に取り組む宣言をホームページに掲載した。（総務部） 

 

以上 

  



 

 

平成２４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 

  平成２４年 ２月６日:第１回常務理事会・第１回部長会 

３月６日：第２回常務理事会・第２回部長会 

３月１３日：通常総会・第１回理事会 

４月２１日：第３回常務理事会・第３回部長会 

５月２４日：第４回常務理事会・第４回部長会 

６月２３日：第５回常務理事会・第５回部長会 

８月 ２日：第６回常務理事会・第６回部長会 

８月２９日：臨時理事会・支部長会 

８月３０日：役員候補者推薦委員会 

１０月 ５日：第７回常務理事会・第７回部長会 

１１月 ２日：第８回常務理事会・第８回部長会 

１１月３０日：第９回常務理事会・第９回部長会 

１２月２２日：第１０回常務理事会・第１０回部長会 

１２月２２日：第２回理事会 

 

◇監査 

平成２４年３月２日平成２３年度収支決算監査 

 

◇部会： 

第１回 平成２４年１月 ３０日 

第２回 平成２４年１０月２５日 

 

 Ⅲ 事業関係 

◇ 公益社団法人への移行（平成２４年 1月２０日） 

◇ 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 

全国研修会が8月に近畿支部主管で武庫川女子大学にて行われた。その際、臨時理事会及び

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・事務処理 

 

 

 

 



 

 

Ⅳ 会員数（平成２４年１２月３１日現在） 

前年１月１９日 

国公立総合大学 45 45 

国公立単科大学 22 22 

私立総合大学 102 104 

私立単科大学 118 120 

短 期 大 学 55 58 

個     人 71 71 

計  425 

         

賛助会員      3        3 

 

Ⅳ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：下野朋子、和泉恵利子（１２月１６日退職）、八木陽子（１２月２２日より） 
 
Ⅴ構成員 

部  長： 村山光義（慶應義塾大学） 

副部長： 高丸功（学習院大学） 

副部長： 雪吹誠（目白大学） 

委  員： 石崎聡之（芝浦工業大学） 

 



 

 

平成２４年度 会員異動一覧 

 

１．新会員 

１）大学会員 

①了徳寺大学（私立単科・関東支部）  

②城西国際大学（私立総合・関東支部） 

２）個人会員 

①島本 好平（個人・近畿支部） 

②津田
つ だ

 龍
りょう

佑
すけ

（個人・北陸支部） 

③中山 恭一（個人・関東支部） 

④林 恭輔（個人・中四国支部） 

⑤若月 徹（個人・東海支部） 

３）賛助会員 

 なし 

２．会員種別・名称の変更  

 なし 

３．退会 

１）大学会員 

①東洋英和女学院大学（私立総合・関東支部） ３月５日届出 

②日本橋学館大学（私立単科・関東支部） ３月８日届出 

③大阪成蹊大学（芸術学部）（私立単科・近畿支部） ３月２７日届出 

④兵庫県立大学（国公立総合・近畿支部） ３月２７日届出 

⑤大阪女子短期大学（短大・近畿支部） ４月１７日届出 

⑥富山県立大学短期大学部（短大・北陸支部） ４月１９日届出 

⑦新見公立短期大学（短大・中四国支部） ４月２７日届出 

⑧就実短期大学（短大・中四国支部） ５月１４日届出 

⑨東京電機大学（私立総合・関東支部） １０月９日届出 

⑩畿央大学（私立総合・近畿支部） １０月１５日届出 

２）個人会員 

①高橋 光平（個人・関東支部） ４月１日届出 

②田中 誠一（個人・関東支部） ４月１日届出 

③北 徹朗（個人・関東支部） ４月１５日届出 

④堀内 担志（個人・九州支部） ４月１８日届出 

⑤内田 若希（個人・九州支部） １０月５日届出 

 

以上 

 



 

 

平成２４年度 研修部事業報告 

 

Ⅰ．基本方針 

 次の方針に基づき活動した。公益法人への移行に伴い、「中央研修会」の名称を「全国研修会」に改める

が、企画については従来同様、主管支部の関心や特徴を汲み、また理事会の意向や大学体育を取り巻く動

向などとのすり合わせに努め、参加者にとっても満足度の高い機会となるよう努める。このため、主管ならび

に各支部、本部内の各部との連携を図り、また外部機関との連絡・交流を積極的に行ない、必要に応じて研

修会開催に必要な外部資金調達についても検討する。このほか、各支部あるいは関連団体が主催する研

修会を支援するため「研修支援補助金」の助成手続きを円滑に進める。また、平成22年度に創設された「大

学体育研修精励賞」の広報に力を入れるなど、申請数ならびに授賞数の拡大を図る。さらに、公益法人化

への移行を機に、海外視察等新たな研修会の企画について検討を行なう。 

 

Ⅱ．会議関係 

１．定例部会 年５回程度（メール会議を含む） 

２．全国研修会の開催・準備に関わる関係者等との合同会議 年３回程度 

 

Ⅲ．事業関係 

 １．平成24年度全国研修会の開催  

    次の通り、近畿支部の主管で開催した。 

期日：８月27日(月)～８月29日(水)（２泊３日） 

会場：武庫川女子大学中央キャンパスおよび周辺施設 

内容：講演会、実技研修（アクアセラピー＆リハビリテーション、コオーディ 

ネーショントレーニング、ジャイロキネシス・トニック、フラッグ 

フットボール、ゴルフ、テニス、ラグビー）、情報交換会など 

 

 ２．平成25年度全国研修会の準備 

    開催概要がほぼ固まり、開催要項の確定に向け検討した。 

 

 ３．支部および関連諸団体への支援補助金交付 

    北海道、東海、北陸、近畿、九州の各支部およびスケート研究会に交付した。 

 

 ４．研修会の実施に要する外部資金調達に関わる活動 

    スポーツ振興センターくじ助成金を獲得し、全国研修会の運営に活用した。 

 

 ５．大学体育研修精励賞の授賞に関する活動 

    応募がなかった。 

     

 ６．新規研修会の企画検討 

    イギリスでの海外研修会の内容および可能性について検討した。 

 

Ⅳ．構成員 

 部 長：嵯峨 寿（筑波大学） 

 副部長：谷藤千香（千葉大学） 

 副部長：後藤光将（明治大学） 

 委 員：石渡貴之（立教大学） 

     ：高橋京子（明治大学） 



 

 

     ：柳田泰義（神戸大学） 

 

以上 



 

 

平成２４年度 指導者養成委員会事業報告 

 

Ⅰ．基本方針 

・第 3回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． 

・第 4回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． 

・研修部との協働など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 

委員会：6回（1/23，2/27，4/4，7/23，10/1，10/24） 

その他メール会議 

第 4回指導者養成研修会 講習担当者との打合せ（10/23，10/30，11/27，随時メール） 

 

Ⅲ．事業関係 

 第3回指導者養成研修会 

 期日：2012年3月4日（日）～6日（火） 

 場所：明治大学 和泉キャンパス（〒168-8555 東京都杉並区永福1-9-1） 

 実技種目：バドミントン，卓球，バスケットボール，テニス 

 体験種目：フリークライミング，ロープレッシャーボール 

 講義テーマ：体育実技授業とシラバス，災害時対処の経験と原則 

 主催：公益社団法人 全国大学体育連合 

 後援：文部科学省 

 参加人数：総勢92名 

 宿泊先：新宿ワシントンホテル（東京都新宿区西新宿3-2-9） 

 参加費：35,000円（大学院生は18,000円） 

 

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    ： 石井秀幸（立教大学） 

 委員    ： 柳田信也（東京理科大学） 

 委員    ： 谷藤千香（千葉大学） 

 委員    : 高橋京子（フェリス女学院大学） 

 

以上 

 

 

 

  



 

 

平成２４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：２回（5/22、9/12） 

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11月-12月） 

 

III. 事業関係 

1. 体力測定調査の実施 

体力測定調査を10月中旬に会員に調査用紙を送付し、実施した。継続性の観点から質問項目は前回

と同様としたが、回答をWebとFAXの両方で受け付けることとした。Webで回答は、サーベイモンキー社

のサービスを利用して受け付けた。来年度の3月を目標に報告書にまとめる予定である。 

2. 大学体育研究助成 

平成23年度に交付した研究課題の報告書（論文）を受け付け、平成24年度に交付した研究課題の管理監

督、および平成25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25年度の研究助成には13件の応募があり、以下の4件に助成することが常務理事会で決定した。 

一川 大輔（東洋大学）ほか1名、「大学ゴルフ授業履修者の運動動作変容に関する研究」 

西脇 雅人（大阪工業大学）ほか2名、「大学体育授業時間内における身体活動量を効果的に増大させる 

方法の開発と実践」 

柳田 信也（東京理科大学）ほか2名「唾液アミラーゼを用いた大学体育実技のメンタルヘルス改善効果の 

評価」 

山崎 先也（富山大学）ほか2名「大学生の行動変容を目指した「健康科学」授業の取組みと効果の検証」 

 

 

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（早稲田大学） 

委 員：荒井弘和（法政大学） 

 

以上 



 

 

平成２４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 会議関係等 

 定例部会  ７回 

編集委員会 ２回(メール会議を含む) 

 

Ⅲ 事業関係 

１〉機関誌『大学体育』 

編集・発行（９９号６月・１００号１２月） 

   取材・出張 (会議・編集に関わる記録作成など) 

① 総会(早稲田大学３月１８日) 

② 全国研修会〈 武庫川女子大学 兵庫県〉 講演、シンポジュウムなど  

８月２７日から２９日 

③ 日本体育学会〈東海大学 神奈川県〉講演、シンポジュウムなど  

８月２４日午後 

④ その他（理事会など） 

   ２〉教育研究論文誌『大学体育学』 

     第９号編集・発行〈平成２４年３月〉総説１編 原著論文５編 研究資料３編 

     第１０号原稿募集後審査中 投稿数 総説１編 原著論文６編 研究資料５編 

 

Ⅳ構成員 

１） 編集・出版部員 

部 長 村本和世 （日本体育大学 女子短期大学部） 

副部長 成瀬和弥 （筑波大学） 

副部長 荻 浩三 （日本体育大学） 

委 員 荒牧亜衣 （フェリス女学院大学） 

委 員 大家千枝子 （高崎健康福祉大学） 

委 員 武田丈太郎 （筑波大学） 

委 員 津山 薫  （日本体育大学） 

委 員 平田大輔 （専修大学） 

 

２） 教育研究論文誌『大学体育学』編集委員会 

① 委員 

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  木内敦詞 （大阪工業大学） 

委 員  嵯峨 寿 （筑波大学） 

委 員  佐藤 明 （東北大学） 

委 員  杉山 進 （お茶の水女子大学） 

委 員  鈴木久雄 （岡山大学） 



 

 

委 員  武田秀勝 （北星学園大学） 

委 員  玉江和義 （大分大学） 

委 員  中山正吉 （島根大学） 

     

② 協力者 

飯野要一 （東京大学） 

太田あや子 （武蔵丘短期大学） 

木村直人 （日本体育大学） 

久保 健 （日本体育大学） 

重城 哲 （日本大学） 

園部 豊 （國學院大学） 

津山 薫 （日本体育大学） 

奈良雅之 （目白大学） 

西山哲成 （日本体育大学） 

平田智秋 （十文字学園女子大学） 

平田大輔 （専修大学） 

藤田圭一 （日本体育大学） 

村山義光 （慶應義塾大学） 

師岡文男 （上智大学） 

                                                  以上 

  

http://www.kokugakuin.ac.jp/


 

 

平成２４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 

大学体育ＦＤ推進校審査委員会２回開催(11/11，11/17) 

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24年度の審査事務を担当した。『大学体育学』第９号掲載の９本の論文を対象に審査した。審査

結果と要項とを照合した結果、松田裕雄，吉岡利貢，河村レイ子，桐生習作，金谷麻里子，武田丈太

郎，門野洋介「大学体育の価値向上に向けた一考察」を今年度の大学体育優秀論文賞とした。中央研

修会において筆頭著者の松田裕雄氏を表彰した。 

 

２．大学体育ＦＤ推進校表彰の実施 

平成24年度の審査事務を担当した。２校から応募があり，審査の結果，芝浦工業大学，千葉工業大学

を表彰することを常務理事会で決定した。 

 

Ⅳ．構成員 

 部 長  平田智秋(十文字学園女子大学) 

 副部長 白土男女幸(目白大学短期大学部)  

委 員  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) 

奥村基生（静岡大学） 

以上 



 

 

平成２４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 2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）DAITAIREN情報 

最大の項目数と月 17(10月)  最小の項目数と月 １(12月) 

 

（２）ホームページアクセス数の推移 

 

月 １月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 

総

数 
8554 8089 8315 8610 9818 9310 10404 9045 9371 12003 11289 10925 

 

 

最大アクセス数  1289 (11月) 最小アクセス数 8089 (2月) 

 

（３）ホームページ更新項目 最大 10 (2月) 最小 3 (4月) 

 

Ⅳ．構成員 

 部長   宮崎 正己（早稲田大学） 

 副部長 渡辺 英次（専修大学） 

 委員   佐藤 健（実践女子大学） 

以上



 

 

平成２４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) 2/7, 7/3, 9/20 

 

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         

日 時   8月23日（木）午後2～4時  

会 場   東海大学 松前記念館 

テーマ   高等教育機関における体育の今，そして未来への展望 

          ─大綱化から20 年の取り組みを踏まえて─ 

 

２．体育スポーツ系学科長・課程長懇談会（2013年3月17日（日））開催準備 

 

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。『大学体育』、メールニュース、ホームページで随時広報。    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促進。 

 

 ４．ICSSPE総会（7月19日：英国グラスゴー）への代表者（海老島副部長）派遣、情報収集と 

大体連の紹介を実施。  

 

５．韓国大学スポーツ総長協議会との会談 

 標記協議会の執行委員および事務局員が来日し、11月２日に会談した。 

 カレッジスポーツの振興について意見交換した。 

 

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 

体育スポーツ系学科長・課程長懇談会 

 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 

委員   寺田 佳代（国際基督教大学）     海外情報担当  

       元安 陽一（上智大学）         会計・庶務担当、関係団体との連携 

以上 



 

 

平成２４年度 将来構想特別委員会事業報告 
 

Ⅰ．基本方針 

・公益法人としての将来構想 

・公益法人移行に関する諸問題の検討 

・公益事業内容の確認と検討 

 

Ⅱ．会議関係 

定例委員会の開催 

第１回委員会  5月23日 

第２回委員会  6月19日 

第３回委員会 10月25日 

（メールによる持回り会議随時） 

 

60周年記念誌編集委員会 

第１回委員会  4月 24日 

第２回委員会 10月 15日 

第３回委員会 11月 20日 

 

Ⅲ．事業関係 

公益事業内容の確認と検討 

下位規程の検討と整理 

 ・役員選出規定の修正を検討（弁護士との相談） 

会費改定に関する諸問題の検討 

60周年記念事業の準備と実施 

 ・式典会場設定、記念品作成準備 

 ・講演会講師依頼 

 ・60周年記念誌編集 

 ・文部科学省への訪問 

 スポーツ青少年局訪問 11月 8日 

 高等教育局訪問     12月 13日 

 

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２４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とともに、 

 被災地のスポーツおよびスポーツによる復興支援を行う。 

  また、これらの記録を残し、後世に伝える。 

 

Ⅱ．会議関係 

  メールによる審議を10数回行なった。 

 

Ⅲ．事業関係 

１．復興支援募金 

  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行い、10万円弱集めた。 

 

２．復興支援活動等補助の申請受付と審査 

     支援活動への補助金申請が１件有り、その審査を行った。 

 

３．復興支援ホームページの更新 

   被災地レポートや復興支援活動報告を掲載した。 

 

 

Ⅳ．構成員 

 委員長   小林勝法(文教大学) 

委 員    佐藤 明（東北大学） 

山崎省一（石巻専修大学） 

宮崎正己（早稲田大学） 

村山光義（慶應義塾大学） 

黒須 充 (福島大学) 

 

 

以上 

  



 

 

平成２４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 大学体育に関する情報を会員に提供する。 

② 大学体育および本連合の発展に必要な研究を推進する。 

③ 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 

  メールやＳＮＳを利用して、情報交換や研究を進めた。 

 

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 

９回発行した。（メールニュースで通知し、ホームページに掲載した。） 

 ２．研究活動の展開 

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、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 

④その他 

３．研究員の募集 

  20名程度を目標に募集を続けたが、応募は１人だった。 

 

Ⅳ．構成員 

 代 表   小林勝法(文教大学) 

研究員   岡田光弘（国際基督教大学） 

       飯田路佳（十文字学園女子大学） 

神野 賢治（金沢星稜大学） 

木内 敦詞（大阪工業大学） 

北 徹朗（武蔵野美術大学） 

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） 

 

以上 

  

http://www.musabi.ac.jp/


 

 

平成２４年度 地域貢献推進ＷＧ事業報告 

 

 

Ⅰ．基本方針 

  スポーツ基本計画(2012年3月30日)では、大学の地域貢献が期待されており、その期待に応えるため

にも連合および会員による地域貢献を推進する。 

 

Ⅱ．会議関係 

  必要に応じ、随時、メールによる審議を行う。 

 

Ⅲ．事業関係 

１．大学のスポーツによる地域貢献アンケート調査 

実施期間：2012年5月～6月 

   調査対象：体育系学部・学科・専攻を有する全国145大学および12短期大学 

   回答数：50(回収率：31.8%) 

  調査結果をホームページ (10月初旬)および『大学体育』100号に掲載 

 

２． 大学による総合型スポーツクラブ実態調査 

    実施期間：2012年5月 

   調査対象：総合型スポーツクラブを運営あるいは連携している全国の大学 

および短期大学から無作為抽出 

   回答数：7大学、1短大 

   調査結果をホームページに掲載予定 

 

 

Ⅳ．構成員 

 座 長   小林勝法（文教大学） 

委 員   海老島均（成城大学） 

黒須 充 (福島大学) 

太田あや子（武蔵丘短期大学） 

 

以上 

 

 

  



 

 

 

 

 

                                      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 

 

公益社団法人 全国大学体育連合 

 

各支部事業報告書 

 

  



 

 

平成２４年度 北海道支部事業報告 

 

Ⅰ． 総会等会議 

（１）平成２４年度総会 

日 時： 平成２４年３月２４日（土）１３：５０～１６：００ 

場 所： ニセコグランヒラフ アルペンホテル 

北海道虻田群倶知安町字山田グランヒラフスキー場 

内 容： 平成２３年度事業報告および決算 

支部会則について 

平成２４年度事業計画および予算 

（２）運営委員会 （e-会議） 

日 時： 平成２４年10月11日（木） 

内 容： 実技講習会開催について 

①日時・場所・種目等について 

②講師・実施運営方法について 

 

Ⅱ． 研修会等事業 

○ 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２４年３月２１日～２４日 

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） 

 

○北海道支部卓球実技研修会 

テーマ： 大学体育授業における卓球実技指導 

日 時： 平成２４年１１月２３日 

協 力： 北海道教育大学旭川校 

場 所： 〒004-8631 

北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目３－１ 

北星学園大学 体育館内（サブアリーナ・ミーティングルーム） 

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） 

 

Ⅲ． その他の事業 

なし 

以上 

  



 

 

 

平成２４年度 東北支部事業報告 

（平成２４年１月２０日～平成２４年１２月３１日） 

 

Ⅰ 総会等会議 

   運営委員会・支部総会を下記の通り開催した。 

日 時 平成２４年８月１９日（日）午後１時～２時 

会 場 東北大学 川内北キャンパス 川内体育館2F教官室 

議 題 

 １、平成２３年度事業報告 

 ２、平成２３年度決算報告 

 ３、平成２４年度事業計画 

 ４、平成２４年度予算案 

 ５、東北支部運用規約 

 ６、その他 

 

II 研修会等事業 

   夏期研修会を開催した。 

内 容 「弓道と礼法を体験する」 

日 時 平成２４年９月１０日午後１時～９月１２日１２時まで 

場 所 蔵王温泉ホテル松金屋アネックス 

 

III その他の事業 

 なし 

以上 

  



 

 

平成２４年度 関東支部事業報告 

 

Ⅰ．総会等会議 

 【総会】 

 期日：平成24年10月27日（土） 

 場所：流通経済大学 龍ケ崎キャンパス 4号館421教室  

 議題：１．役員改選、２．平成23年度事業報告、３．平成23年度決算報告、４．平成24年度事業計画案 

５．平成24年度予算案、６．平成25年度第1次事業計画案、７．平成25年度第1次予算案、８．その他 

 

 【運営委員会】 

 第１回運営委員会 平成24年3月29日（木）於：東京大学駒場キャンパス ２１KOMCEE 

  議題：１．平成24年度事業計画および予算案について、２．平成24年度第１回研修会について、３．役員

改選について、４．その他  

第２回運営委員会 平成24年10月27日（土） 於：流通経済大学 龍ケ崎キャンパス 特別会議室 

  議題：１．役員改選、２．平成23年度事業報告、３．平成23年度決算報告、４．平成24年度事業計画案、５．

平成24年度予算案、６．平成25年度第1次事業計画案、７．平成25年度第1次予算案、８．その他  

 

Ⅱ．研修会等事業 

【第１回研修会】 

  【日 時】平成24年3月29日（木）10:00〜17:00  

【場 所】東京大学 駒場キャンパス ２１KOMCEE 

【テーマ】「大学の一般体育でいかにして舞踊を取りあげるか」 

  【第１部】 

10：10～12：00 パネルディスカッション 「大学におけるダンスの教材としての価値」 

総合司会 天野勝弘（関東学園大学） 

10：10～10：35 寺山由美（筑波大学）  「中学におけるダンスの必修化の意図と意義」 

10：35～11：00 中村恭子（順天堂大学） 「大学体育における教材としてのダンス」 

11：00～11：25 三浦哲都（東京大学大学院博士課程3年） 

 「ヒップポップダンスの特徴 ～科学的知見からの検討

～」 

11：25～12：00 パネルディスカッション 

12：00～13：00  休  憩 

 

【第２部】 

13：00～17：00 実技研修「ダンスの体育教材としての価値を体験し、考える」 

13：00～13：20 跡見順子（東京大学アイソトープ総合センター特任研究員、 

                                      元大学体育連合関東支部支部長） 

 基調講演 「ダンス・踊りと身体～バランス・柔軟性の科学的背景」 

13：30～14：30 マチコ・ラクシュミー（インド舞踊家（ﾊﾞﾗﾀﾅｰﾃｨｱﾑ））「インド舞踊を踊る」 

14：30～15：30 西川右近（日本舞踊家、西川流三世家元） 「日本舞踊を踊る」 

15：30～15：45  休  憩 

15：45～16：15 三浦哲都（東京大学大学院博士課程３年） 「ヒップポップを踊る」 

16：15～17：00 総合討論 司会：天野勝弘、寺山由美、中村恭子 

17：00～17：10 閉会式 

 

【第２回研修会】 



 

 

【日 時】平成２４年１０月２７日（土）午前１１時～ 

【場 所】流通経済大学スポーツ健康センター 龍ケ崎キャンパス   

【テーマ】「指導者に求められるスポーツ救急救命の理論と実際  

～国際ガイドライン２０１０改定を受けて～ 」 

【内 容】松田直樹選手の事故分析や、野球に多く見られる心臓震盪、武道必修化に伴う脳血管障害等。 

【第１部】（４号館２階 ４２１教室） 

11：00～11：10 開会式 

11：10～12：10 特別講演 田中秀治（国士舘大学大学院救急救命システム研究科教授） 

   12：10～13：00 休憩 

13：00～14：00 基調講演 小峯 力（流通経済大学スポーツ健康科学部教授） 

14：00～14：30 休憩 

 

【第２部】（スポーツ健康センター） 

14：30～16：00 実習  小粥智浩（流通経済大学スポーツ健康科学部准教授） 

稲垣裕美（流通経済大学スポーツ健康科学部准教授）  

16：00～16：30 質疑応答および討論 

   16：30～16：40 閉会式 

17：00～19：00 懇親会 

 

 

Ⅲ．その他の事業 

  助成事業：埼玉女子短期大学公開講座 

【日 時】平成24年5月19日（土）10：40～12：40 

【場 所】埼玉女子短期大学 グランド 

【テーマ】小学生初心者対象サッカー教室 

【講 師】福谷充輝（埼玉女子短期大学 非常勤講師） 

【内 容】保護者の引率により、8人が参加。内訳は坂戸小学校3年2名と5年2名、高麗川小学校4年2名と2

年1名、幼稚園年長1名である。 

当日は、ストレッチや基本練習の後、ゲームを行った。ゲームには短大のフットサルサークルの

メンバー（アルバイト学生）2名も参加した。天気は快晴で、風もなく爽やかな気候となった。子

供たちは講師の指導の下、伸び伸びと楽しそうに短大のグラウンドを走り、汗を流した。見学し

ていた保護者は、基本から教えてもらえる点を高く評価していた。活動の報告は、短大と短大

同窓会のホームページでも行った。 

  以上 

  



 

 

 

平成２４年度 東海支部事業報告 

 

Ⅰ 総会等会議 

平成24年度東海支部臨時総会 

日時：平成24年6月9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 

１）平成24年度事業計画夏期研修会について（資料1） 

２）平成24年度予算案の支部分配額変更および繰越金確定に伴う修正および収支報告（6月9日時

点）（資料2） 

３）法人化に伴う支部規約の改正について（資料3） 

４）平成25年度全国研修会(中央研修会)開催について 

５）その他 

平成24年度東海支部総会 

日時：平成24年12月26日（土）20:00〜21:00 

場所：平湯温泉「平湯プリンスホテル」 

１）平成23年度事業報告 

２）平成23年度決算報告 

３）平成24年度事業報告 

４）平成24年度予算案の繰越金確定に伴う修正および収支報告 

  （12月25日時点） 

５）平成25年度事業計画 

６）平成25年度予算案 

７）公益社団法人全国大学体育連合総会および講演会、 

  創立60周年記念式典・祝賀会の開催について 

８）平成25年度全国研修会(中央研修会)開催について 

９）25年度公益社団法人全国大学体育連合東海支部役員について 

第1回支部運営委員会 

日時：平成24年2月18日（土）15:30〜18:30 

   場所：南山大学 名古屋キャンパス 体育センター T203教室 

第2回支部運営委員会 

日時：平成24年6月9日（土）15:00〜16:00 

   場所：南山大学 名古屋キャンパス 体育センター T203教室 

第3回支部運営委員会 

日時：平成24年12月26日（土）19:30〜20:00 

   場所：平湯温泉「平湯プリンスホテル」 

 

Ⅱ 研修会等事業 

・ 平成 25年度全国研修会準備 

平成 25年度全国研修会は東海支部の主管で、平成 25年 8月 21日（水）〜23日（金）に愛知県蒲郡市

竹島海岸「ホテル竹島」を会場として開催する予定である。蒲郡周辺の施設を利用して、ゴルフ、パラグラ

イダー、ボードセーリング、ノルディックウォーキング、スナッグゴルフ、タラソテラピーを実技研修種目とす

る予定である。 

第 1回研修会 

 日時：平成 24年 8月 10日（金） 

 研修会予定場所の視察 



 

 

 ・研修会宿泊予定の「ホテル竹島」との打ち合わせ 

 ・パラグライダー研修会場の豊橋市高塚町砂丘で講習会の様子を視察 

  ・ボードセーリング会場のラグーナビーチの視察 

  ・ノルディックウォーキング会場のラグーナ蒲郡近辺の視察 

  ・タラソテラピ会場のラグーナ蒲郡内「タルゴラグーナ」の視察 

第 2回研修会 

 日時：平成 24年 8月 20日（月） 

 ゴルフ研修会予定場所の「みとゴルフ倶楽部」の視察 

ゴルフ研修場所として第1候補地として挙げられている「みとゴルフ倶楽部」で実際にプレーをした。ク

ラブハウスはレンガ色の英国の田園風景を思わせる雰囲気でまわりのグリーンにひときわ映えていた。

クラブハウスの前にある練習グリーンやスタートホールからは蒲郡の市内と三河湾を一望できるすば

らしい景色が広がっていた。コースはややトリッキーな戦略性に富んだホールもあるが、コース全体的

には、よく整備されていた。蒲郡市から最寄りであることから研修会場所としてふさわしいと考えられ

る。 

 

・ 冬期実技研修会（全国大学体育連合後援・東海支部主催） 

東海支部では第14回目の冬期研修会を実施した。参加者35名 

研修内容：スキー・スノーボード研修会 

開催期間：平成 24年 12月 26日（水）〜28日（金）2泊 3日 現地集合・解散 

研修場所：平湯温泉スキー場・ほおのき平スキー場 

宿  舎：岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯 平湯プリンスホテル 

      〒506-1433 高山市奥飛騨温泉郷平湯温泉 128-6 

      Tel：0578-89-2323 Fax：0578-89-2305 

課題研究 

  第1分科会：骨粗鬆症の予防に関する研究 

   男女大学生の骨密度と不定愁訴との関連 

   大学生におけるHigh impact sportの実施期間と骨密度 

研究誌の発行 

  大学保健体育研究：第31号（平成24年3月13日発行） 

 

Ⅲ その他の事業 

協賛事業 （財）名古屋市教育スポーツ協会  「スポーツ実践相談」講師派遣 

以上 

  



 

 

 

平成２４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24年度 第1回支部役員会議 

期 日： 平成24年7月13日（金）  

場 所： 金沢星稜大学Ａ51教室 

議 題： 平成24年度支部研修会内容，支部規約，会計等について 

 

２．平成24年度 第2回支部役員会議 

期 日： 平成24年9月20日（金）  

場 所： 金沢星稜大学Ａ55教室 

議 題：１）報告事項 

       ①本部臨時理事会・支部長会議（8/29）の報告について 

②夏期研修会事業報告について       

２）協議事項 

①平成25年度北陸支部事業計画案（第一次）について 

②平成25年度予算案（第一次）について 

③支部規約の改正について 

④平成25年度役員および事務局体制について 

 

３．平成24年度支部運営委員会ならびに総会の合同会議 

期 日： 平成24年11月22日（木）  

場 所： 金沢星稜大学Ａ66教室 

議 題：１）報告事項 

       ①平成24年度北陸支部事業報告について 

２）協議事項 

①平成24年度支部収支精算書（案）について 

②平成25年度事業計画（案）について 

③平成25度予算（案）について 

⑤役員ならびに事務局の交代について 

 

 

 

 

Ⅲ．研修会等事業 

１．平成24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～野外スポーツの導入と展望～ 

期 日： 平成24年9月4日（火）～5日（水） 

会 場： 福井ホースパーク，ジャパンセントラルゴルフ倶楽部 

主管校： 福井工業大学 

参加者： 14名（講師2名） 

研修内容：①ゴルフ技術の学習および指導法～グリーン回りにおける注意事項と指導ポイント～ 



 

 

②馬術における「馬の取り扱い方」や「馬術の特性」，授業への展開 

 

 

Ⅳ．その他の事業 

特になし 

以上 

  



 

 

 

平成２４年度 近畿支部事業報告 

 

Ⅰ．総会等会議 

【第1回 総会】 

期日：平成24年6月23日（土）  

場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックスセミナー室1 

議題：平成23年度事業報告・会計報告について 

平成24年度事業計画・予算(案)について 

支部規約の改定について 

公益法人移行について 

平成24年度大学体育指導者全国研修会開催のための実行委員会について 

その他 

 

【第1回 運営委員会】 

期日：平成24年6月23日（土）  

場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第1体育館アネックスセミナー室1 

議題：平成23年度事業報告・会計報告について 

平成24年度事業計画・予算(案)について 

支部規約の改定について 

公益法人移行について 

平成24年度大学体育指導者全国研修会開催のための実行委員会について 

その他 

 

【第2回 運営委員会】 

期日：平成24年12月1日 

場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第一体育館アネックスセミナー室1 

議題：平成24年度事業報告・会計報告について 

平成25年度事業計画・予算(案)について 

平成25年度よりの支部移転（京滋地区担当）について 

平成24年度大学体育指導者全国研修会事業報告 

功労者候補の推薦について 

その他 

 

【第1回 平成24年度大学体育指導者全国研修会実行委員会会議】 

期日：平成24年6月9日（土） 

場所：武庫川女子大学中央キャンパス 第一体育館アネックスセミナー室1 

議題：研修会の任務分掌ついて 

 

【第2回 平成24年度大学体育指導者全国研修会実行委員会会議】 

期日： 平成24年8月25日（土） 

場所： 武庫川女子大学中央キャンパス 第一体育館アネックスセミナー室1 

議題： 事前準備と打ち合わせ 

 

Ⅱ 研修会等事業 

【第1回 講演会】 



 

 

期日： 平成24年6月23日（土） 

場所： 武庫川女子大学 第一体育館アネックスセミナー室1 

講演題目： 地域社会に貢献する大学体育の在り方 

講師： 長岡雅美（武庫川女子大学心理・福祉学科准教授） 

地域貢献型のスポーツ種目について，大学と地域社会体育指導者とが密接な連携を図り，円滑に機

能するためのヒントについての報告があり、参加者との間で活発なディスカッションが行われた。 

 

【第1回 実技研修会 兼 夏期研修会】 

期日： 平成24年6月23日（土） 

場所： 武庫川女子大学 第一体育館ダンス室 

実技内容： ミニストレッチボール、コアトレーニング  

講師： ジェイ新居( Jサーキット代表) ほか 

研修会では，地域社会における一般社会体育指導者と密接な連携と協力を図るべく、ミニストレッチボ

ールなどのプログラムを体験し、体育授業や社会体育の現場に活かせる新たな可能性を探った。これら

は日常生活における心身の調律や安全対策、リスク管理などに着目した内容であり、大学の授業にも直

接的に活用でき、さらに、社会体育の指導者にとってはコミュニケーションツールの一助となる種目を揃

えているため、現場で即導入できる内容といえる。 

 

【平成24年度大学体育指導者全国研修会】 

期日： 平成24年8月27日（月）～8月29日(水) 

場所： 武庫川女子大学 第一体育館，読売ゴルフウエストコース 

テーマ： 地域・社会貢献を視野に入れた大学体育の種目と内容 

1)  特別講演 

   講師 森岡裕策 （文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ振興課スポーツ振興室長） 

2)  基調講演 

    講師 小林勝法（公益社団法人全国大学体育連合専務理事・文教大学） 

3)  視察研修 甲子園会館 

4)  研修会 

(1） アクアセラピー&リハビリテーション 

講師 高野明美(フィットネスクラブエフィ リゾ鳴尾浜 フィットネスクラブ アドバイザー、ATRI認定ア

クアテックセラピーインストラクター)ほか 

(2） コオーディネーション・トレーニングの理論と実習 

講師 長野崇(大原学園) 

(3） ゴルフスイングの理解と指導法 

講師 鶴原清志(三重大学)ほか 

(4) テニスの指導法 

講師 梅林薫（大阪体育大学）、松原慶子（JTA指導者委員会委員長）  

(5) ラグビーに対する関心・意欲を高める授業と教材 

講師 田中充洋（明治大学）山本巧（防衛大学校）竹村雅裕(筑波大学)  

(6) ジャイロキネシス・トニックの理論と実習 

講師 北島見江（武庫川女子大学）ほか 

(7) 大学体育におけるフラッグフットボールの授業計画と指導法 

講師 森一弘(神戸大学附属住吉小学校、NHKスポーツ教室担当)ほか 

 

【第2回 講演会】 

期日： 平成24年12月1日（土) 

場所： 武庫川女子大学 第一体育館アネックス 



 

 

講演題目： 大学における体育実技・講義、スポーツ活動のあり方の方向性を考える 

講師： 山内武（大阪学院大学）、木内敦詞（大阪工業大学）  

 

講師からの大学正課体育に対する課題提起は、それぞれの大学に基づいた具体的な話でわかりや

すいものでありながら、どの大学にも共通する課題であり、自らの授業実践の中で、改めて大学体育の価

値を明確にすること、その目的に沿った授業を展開することの重要性を再確認したとの感想が寄せられ

た。 

 

【第2回 研修会】 

期日： 平成24年12月1日（土) 

場所： 武庫川女子大学 第一体育館 

実技内容： 大人のラジオ体操，ヒーリングヨガ  

講師： 伊達萬里子（武庫川女子大学）、緋田景子（リゾ鳴尾浜フィットネスエフィインストラクター）  

 

参加者からは以前から大変興味を持っていた内容であり、大変有意義だった。大人のラジオ体操は、

目から鱗であり、学生の固定観念を打ち破る材料として有効であると感じ、大学体育授業への導入を本

気で考えた。また、ヨガは、生涯にわたった健康を目指す大学体育としての有益性を実感し、自分の授業

実践の中にも取り入れていきたいと思う。今回初体験のヨガは大変気持ちよく、丁寧に指導してくださり、

大満足であったとの感想が寄せられ、改めてより良い正課体育授業の展開と、その成果発表に貢献でき

たと考える。 

 

Ⅲ その他の事業 

なし 

以上 

  



 

 

 

平成２４年度 中四国支部事業報告 

 

Ⅰ総会等会議 

第1回運営委員会 

期日：平成24年1月21日（土）11:30～12:30  

会場：島根大学教育学部健康・スポーツ科学実験・実習室（356番） 

議題：１．平成23年度事業・平成23年度会計報告 

２．平成24年度事業計画・平成24年度予算計画 

３．規約及び申し合わせの改訂 

第2回運営委員会 

期日：平成24年9月28日（土）12:00～13:00  

会場：島根大学教育学部保健体育資料閲覧室（358番） 

議題：１．平成25年度事業計画・平成25年度予算計画 

２．平成25年度支部役員構成 

３．規約及び申し合わせについて 

第3回運営委員会 

期日：平成24年12月15日（土）12:00～13:00  

会場：島根大学教育学部保健体育資料閲覧室（358番） 

議題：１．平成24年度事業・会計報告 

２．平成25年度事業計画・平成25年度予算計画 

３．平成25年度支部役員構成 

     ４．規約及び申し合わせについて 

第 1回支部総会 

期日：平成24年1月21日（土）12:30～13:10  

会場：島根大学教育学部健康・スポーツ科学実験・実習室（356番） 

議題：１．平成23年度事業報告・平成23年度会計報告 

２．平成24年度事業計画・平成24年度予算計画 

３．規約及び申し合わせについて 

第2回支部総会 

期日：平成24年12月15日（土）13 :00～14:00  

会場：島根大学教育学部保健体育資料閲覧室（358番） 

議題：１．平成24年度事業・会計報告 

２．平成25年度事業計画・平成25年度予算計画 

３．平成25年度支部役員構成 

４．規約及び申し合わせについて 

  



 

 

 

Ⅱ研修会等事業 

研修会1 ：講演会 

期日：平成24年1月21日(土)14時～15時半 

会場：島根大学教育学部25番教室 

講師：伊藤豊彦 （島根大学教育学部健康・スポーツ教育講座教授）  

題目：体育・スポーツ指導における動機づけ 

 

研修会2 ：実技研修会 

期日：平成24年9月28日13時～17時 

場所：島根大学 

講師：蘭 和真（東海学院大学健康福祉学部教授） 

テーマ：大学のバドミントン授業の展開と実技指導 

 

シンポジウウム・講演会の後援１：講演会 

期日：平成24年11月24日(土)16時40分～17時40分 

会場：吉備国際大学国際交流センター 

講師：青山 雅(倉敷平成病院・倉敷生活習慣病センター診療部長) 

題目：生活習慣病とその対策 

 

シンポジウウム・講演会の後援２：講演会 

期日：平成24年12月22日(土)14時50分～15時50分 

会場：鳥取大学地域学部2450講義室 

講師：國土将平(神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授) 

題目：子どもの体力低下と運動習慣、運動指針の動向 

 

Ⅲその他の事業 

  平成24年12月「中四国大学体育」第１号発行 

 

以上 

  



 

 

 

平成２４年度 九州支部事業報告 

 

Ⅰ 総会等会議 

 1．第1回理事会 

期日：平成24年3月17日 

   場所：鹿児島県 ホテルビュー鹿児島 

 

2．総会 

   期日：平成24年3月18日 

   場所：鹿児島県 ホテルビュー鹿児島 

 

3．第2回理事会 

期日：平成24年9月9日 

   場所：宮崎県 宮崎公立大学 

 

Ⅱ 研修会等事業 

1．春季研修会：「体育・スポーツ・健康に関する教育研究会議」 

   期日：平成24年3月17日～18日 

   場所：鹿児島県 ホテルビュー鹿児島 

 

2．夏季研修会：「テニス授業セミナー」（九州体育・スポーツ学会合同企画） 

   期日：平成24年9月7日 

   場所：宮崎県 宮崎公立大学 

 

Ⅲ その他の事業 

 1．「体育・スポーツ教育研究」第12巻第1号の発刊補助 

   平成24年3月発刊（九州地区大学体育連合機関誌） 

 

2．「体育・スポーツ教育研究」第13巻第1号の発刊補助 

   平成24年12月発刊（九州地区大学体育連合機関誌） 

以上 

 


