
公益社団法人 全国大学体育連合 

平成 30年度 大学体育指導者全国研修会 

開催要項 

情報機器や eラーニングを活用した大学体育の展開 

公益社団法人全国大学体育連合では，IPU・環太平洋大学（岡山市）等を会場として平成 30年度大

学体育指導者研修会を開催いたします。本研修会では，タブレット・スマートフォンなどの情報機器

を活用した大学体育，eラーニングを活用した大学体育を紹介し，今後の展望を討論していただきま

す。また，各自の授業で取り入れられる教材と授業運営・指導法を研修し，後期あるいは次年度から

活用できる内容となることをめざしています。１日目のワークショップでは，会員から授業でのタブ

レット活用例をご紹介いただく企画です。振るって発表申込をいただきますようお願いいたします。 

多くの会員の方々の参加をお待ちしております。 

 

期 日 ： 平成 30年 8月 28日（火）～30日（木） 

場 所 ： IPU・環太平洋大学 第 1キャンパス等                                              

〒709-0863 岡山市東区瀬戸町観音寺 721 

主 催 ： 公益社団法人 全国大学体育連合 

主 管 ： 公益社団法人 全国大学体育連合 中四国支部 

後 援 ： スポーツ庁 

      ※本研修会は，公益社団法人全国大学体育連合の大学体育研修精励賞の対象研修会です。 

 

 ＜プログラム日程＞ 

 

第1日　8月28日（火） 第2日　8月29日（水） 第3日　8月30日（木）

朝食 朝食

11:00　ホテルチェックイン 昼食各自　 12:30　閉講式

実技別討論

12:00　受付　　昼食各自
IPU環太平洋大学駅前キャンパス

13:00　開講式

13:20　講演１～４

16:40　ワークショップ

情報交換会（全体）・夕食 夕食・実技別討論

8:00 バスにて研修会場へ出発
9:00－12:00　実技研修Ⅰ

8:00 バスにて研修会場へ出発
9:00－11:00　実技研修Ⅲ

13:00－16:00　実技研修Ⅱ



＜ワークショップ発表者 3名募集＞ 

 研修会第１日目（8月 28日（火）16:20～）にワークショップを開催します。大学体育授業におい

て，情報機器であるタブレット，iPad等を活用される先生方の実践例を紹介していただく企画です。

6月 30日（日）までに，発表内容の概略と共に研修会事務局へメールにてお申込みください。発表時

間は 15分です。申込多数の場合は，事務局にて発表者を決定させていただきます。 

 研修会事務局  岡山大学スポーツ支援室内 鈴木久雄 （E-mail）hsuzuki@okayama-u.ac.jp  

 

＜講演会講師＞ 

講演１ 福本浩一（スポーツ庁参事官（地域振興担当）付企画官） 

    演題『スポーツ行政の概要』（仮題） 

講演２ 安西祐一郎（全国大学体育連合会長，日本学術振興会顧問） 

講演３ 和田智仁（鹿屋体育大学） 

演題『情報機器を活用した大学体育』 

講演４ 鈴木久雄（岡山大学） 

演題『大学体育における e-Learningを活用した身体活動増進プログラム』 

 

＜実技指導者＞ 

①ゴルフ ・井上建夫（日本プロゴルフ協会副会長） 

②空手  ・飯出一秀（IPU・環太平洋大学） 

日本オリンピック委員会空手道医科学スタッフ，全日本空手道連合会公認教士・七段 

③フィットネスエクササイズ 

1）筋力トレーニング・コンティショニング 

・田中淳（IPU・環太平洋大学） 

全米ストレングス＆コンディショニング協会認定ストレングス＆コンディショニ 

ングスペシャリスト，特別上級トレーニング指導者 

・國友亮佑（IPU・環太平洋大学） 

元全日本男子バスケットボール S&Cコーチ（2013～2016年） 

   2）ボディエクササイズ 

・小澤尚子（IPU・環太平洋大学） 

チアリーディング世界選手権大会 チアダンス部門日本代表コーチ 

・前川真姫（IPU・環太平洋大学） 適正姿勢指導士 

④フライングディスク  

・大島 寛（近畿大学） 日本フライングディスク協会副会長 

 

＜実技研修の選択＞ 

①ゴルフ，②空手，③フィットネスエクササイズ，④フライングディスクの４種目の中から，い

ずれか 1種目を選び，受講していただきます。なお，③フィットネスエクササイズは，2日目午前・

午後とも筋力トレーニング・コンディショニング，3日目がボディエクササイズを実施します。 

①ゴルフは，第 2日に「東児が丘マリンヒルズ GC  http://www.tojigaoka.jp/ 」にて研修を

行い，第 3日はショートコースのあるゴルフ練習にて研修を行います。 

 

mailto:hsuzuki@okayama-u.ac.jp


＜募集＞       

募集対象 会員，またはこの法人の目的を理解し，賛同し，高等教育機関において体育教育に関わる

教職員（非常勤講師を含む）およびそれをめざしている者（大学院生，研究生等） 

 

募集人員 80名（定員に達し次第，締め切らせていただきます） 

     ゴルフ 20名，空手 20名，フィットネスエクササイズ 20名，フライングディスク 20名 

 

宿泊   アークホテル岡山  岡山駅より徒歩 7分 

     住所 〒700-0907 岡山市北区下石井 2丁目 6-1 

     TEL  086-233-2200  URL  http://okayama.ark-hotel.co.jp 

     全てシングル，喫煙・禁煙部屋希望可（ご希望に添えない場合があります） 

     前泊が必要な方は，遠慮なくお申し出ください。 

     なお，ホテルから研修会場へは，用意しているバスで移動していただきます。 

 

参加費  会員校の常勤教員・個人会員   32,000円 （ゴルフ希望者 51,000円） 

     会員校の専業非常勤講師     22,000円 （ゴルフ希望者 41,000円） 

     大学院生                        21,000円 （ゴルフ希望者 40,000円） 

     非会員                          37,000円 （ゴルフ希望者 56,000円） 

     （宿泊費 2泊 4食，研修費（保険代金，資料代，その他を含む）） 

      なお，情報交換会 6,000円が含まれています。また，各自で取っていただく食事は，   

3日間の昼食です。 

 

＜申込方法＞ 参加申込書のメール送付と参加費の振り込みを行ってください。 

  １．「参加申込書」に必要事項を記載の上，メールにて申込先に送付ください。 

 ２． 参加費振込先 

      中国銀行   店番号 104  

      預金種目 普通預金， 口座番号 2519049 

      口座名義 平成 30年度大学体育指導者全国研修会 代表 鈴木久雄 

          （読み ヘイセイサンジュウネンドダイガクタイイクシド） 

 ※ キャンセルポリシー 参加申込後の取り消しは，キャンセル料を申し受けます。ご了承ください。 

10日前まで無料，2～9日前参加費の 10％，前日 50％，当日 100％ 

 

申込期限  2018年 7月 27日（金） 

 

申込先・問合せ先    岡山大学全学教育・学生支援機構 スポーツ支援室内 

          平成 30年度大学体育指導者全国研修会事務局  鈴木久雄 

           Tel  086-251-8561,  E-mail  hsuzuki@okayama-u.ac.jp 

 

その他 

・ ゴルフ研修参加者はゴルフ用具等のすべてを各自でご用意ください。 

・ ゴルフ以外の研修参加者は体育館にて実技ができる服装をご用意ください。 

・ 研修中に撮影した映像は，機関誌「大学体育」，ホームページ等に掲載されることがあります。 

http://okayama.ark-hotel.co.jp/
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平成 30年度 大学体育指導者全国研修会 参加申込書 

Wordファイルは全国大学体育連合 HPよりダウンロードしてください。 

 

フリガナ 

氏名                           性（ 男 ・ 女 ） 

所属                          

 

会員校の 常勤教員 ・ 個人会員， 非常勤講師， 大学院生， 非会員  ◯を記入ください 

  なお，大学院生の場合は会員の推薦が必要です。 

   

  推薦者氏名                所属                    

  推薦者メール                                                                         

 

生年月日  西暦      年   月   日（   歳） 保険加入のために必要です。 

携帯電話                         

メール                                        

自宅住所                                       

自宅電話                         

緊急連絡先 

氏名                        続柄            

緊急電話番号                      

 

希望実技種目  ①ゴルフ  ②空手  ③フィットネスエクササイズ  ④フライングティスク 

    第 1希望（      ）  第２希望（      ）  第３希望（      ） 

    参加種目は先着順に決定します。 

 

宿泊部屋タイプ希望  禁煙（  ） 喫煙（  ） どちらでも可（  ） ○をつけてください 

  部屋数によりご希望に添えない場合があります 

 

申込先  岡山大学全学教育・学生支援機構 スポーツ支援室 

     平成 30年度大学体育指導者全国研修会事務局  鈴木久雄 

     E-mail   hsuzuki@okayama-u.ac.jp 
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