
公益社団法人 全国大学体育連合 

令和元（2019）年度 大学体育指導者全国研修会 

開催要項 

公益社団法人全国大学体育連合では、自然豊かな日本海に位置する新潟県佐渡市を会場として令和

元年度大学体育指導者全国研修会を開催いたします。本研修会では、佐渡の自然を活用したスポーツ

としてスクーバダイビングとゴルフ、そしてこれまで大学体育において展開されることの少なかった

バウンドテニスを取り上げ、参加者の皆様に個々のスポーツに対する理解を深め、今後の大学体育に

おける展開について検討していただきます。また、新種目を教材とした授業に関する運営・指導法を

研修し、今後の大学体育における授業展開に活用できることを目指します。多くの方々の参加をお待

ちしております。 

 

期 日 ： 令和元（2019）年 8月 26日（月）～29日（木）、3泊 4日 

場 所 ： 新潟県佐渡市                                              

〒952-0021 新潟県佐渡市秋津 66 （両津やまきホテル） 

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 関東支部 

後 援 ： スポーツ庁（申請中） 

     ※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。 

 公益社団法人全国大学体育連合では、平成 22年度より「大学体育研修精励賞」を設け、各種研修会

に積極的に参加している教員を表彰しています。詳しくは、大体連 HPをご参照下さい。 

 

 ＜プログラム日程＞ 

第 1日 8月 26日 第 2日 8月 27日 第 3日 8月 28日 第 4日 8月 29日 

 朝食 朝食 朝食 

 午前：種目別実技研修 午前：種目別実技研修 種目別ミーティング 

開講式・講演会 午後：種目別実技研修 午後：種目別実技研修 閉講式 

夕食 夕食：情報交換会 夕食、種目別ミーティン

グ 

 

※集合時間につきましては、参加申込者に直接お伝え致します。 



＜講演会講師＞ 

講演１ 講師：福田一儀氏（至誠館大学常務理事・教授）  

    演題『   民事再生法適用から１３年、定員充足率１２０％の大学へ 

                            －大学スポーツを基軸のひとつとした地方大学の運営事例－   』 

 

 

＜実技種目及び指導者＞ 

①スクーバダイビング  

  講  師：弘中満雄氏（広島大学非常勤講師）   

  講  師：福田一儀氏（至誠館大学常務理事・教授）  

  会  場：佐渡市内ダイビングポイント  

（講義研修）  

「スクーバダイビングの歴史、特性、楽しみ方」「ダイビング業界（指導団体：NAUI、

器材メーカー： TUSA）の取り組みと今後の動向」  

（実技研修）  

『スクーバダイバーコース（ SD コース）』スクーバダイビングの初心者指導  

『アドバンスダイバーコース（ ADV コース）』潜水技術の向上 /潜水経験の積み重ね  

 

②ゴルフ  

  講  師：松林幸一郎氏（亜細亜大学准教授）  

  会  場：ときの郷ゴルフクラブ  

（講義研修） 

「ゴルフ初心者を対象にしたコースラウンドの導入方法」 

「大学授業として潤滑にコースラウンドを行うためのルールについて」 

「ゴルフ場のドレスコードについて」 

（実技研修） 

「初心者のコースラウンドの方法 (9ホール 120分を目標)」 

 

③バウンドテニス  

  バウンドテニスは、広いスペースがなくても楽しむことができ、しかも十分な運    

動量が得られるスポーツとして考案されたものです。（協会 HP より）  

   講  師：田中  徹氏  

    （一般財団法人バウンドテニス協会  理事・事務局長）  

   会  場：両津総合体育館  

（講義研修） 

「バウンドテニスの歴史と現況、特性、競技種目、ルール」 

「大学生初心者、テニス経験者を対象としたバウンドテニスの指導方法」 

（実技研修） 

「大学生初心者、テニス経験者を対象としたバウンドテニスの指導方法」 

 

 

 



＜実技研修の選択＞ 

① スクーバダイビング、②ゴルフ、③バウンドテニスの 3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。 

 

 

＜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 60名（定員に達し次第、締め切らせていただきます） 

     スクーバダイビング 20名、ゴルフ 20名、バウンドテニス 20名 

 

宿泊先  両津やまきホテル  両津港よりバスでホテルまで送迎致します 

     住所 〒952-0021 新潟県佐渡市秋津 66 

     TEL  0259-23-4141  URL  http://r-yamaki.com 

     ４名１部屋となります。こちらで部屋割りをさせていただきます。 

     

参加費  スクーバダイビング 

     会員校の常勤教員・大学院生・個人会員   86,000円  

     非会員                                    96,000円  

     機材をレンタルされる方 追加  12,000円 

     資格を申請される方   追加  18,400円 （スクーバダイバー資格） 

                     11,500円 （アドバンスダイバー資格） 

 

     ゴルフ 

     会員校の常勤教員・大学院生・個人会員    69,000円 

     非会員                        79,000円 

 

     バウンドテニス 

     会員校の常勤教員・大学院生・個人会員    50,000円 

     非会員                        60,000円 

 

     宿泊費３泊８食、研修費（保険代金、資料代、その他を含む） 

     ※26日、29日の昼食は含まれていません。 

          ※大学院生は会員の推薦が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 



＜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 

      常陽銀行  竜崎支店  店番号 020  

      預金種目 普通預金， 口座番号 1830762 

      口座名義 公益社団法人 全国大学体育連合 関東支部 田畑 亨 

          （読み コウエキシヤダンホウジンゼンコクダイガクタイイクレンゴウ） 

 ※ 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。 

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  令和元（2019）年８月９日（金） 

振込期限  令和元（2019）年８月 15日（木） 

 

申込先・問合せ先    流通経済大学 スポーツ健康科学部  

          令和元（2019）年度大学体育指導者全国研修会事務局  田畑 亨 

           Tel  0297-60-1862  E-mail  tabata@rku.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。 

・ バウンドテニスは実技ができる服装と体育館シューズをご用意ください。 

・ 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。 

・ 新潟県佐渡市までの移動については各自で手配願います。JTBが手配代行を承ります。 

 

株式会社 JTB スポーツマーケティング事業部 

JTBスポーツデスク 営業第二課 

美留町 誠：m_birumachi042@jtb.com 

青山 和子：k_aoyama999@jtb.com 

 

・ 2020年度の全国研修会は、東京オリンピック・パラリンピック開催の為、実施致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元（2019）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                           性別（ 男 ・ 女 ） 

所属                          

会員校の（ ・常勤教員、・大学院生、 ・個人会員） ・非会員  いずれかに◯をしてください 

  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） 8月 26日時点での年齢を記入 

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                      

 

喫煙の有無  禁煙（  ） 喫煙（  ） どちらでも可（  ） ○をつけてください 

 

希望実技種目  ①スクーバダイビング  ②ゴルフ  ③バウンドテニス 

    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。 

 

※スクーバダイビングを希望された方は、以下のいずれかのコースを選択してください。 

 コース選択 □ スクーバダイバーコース（SDコース）   

□ アドバンスダイバーコース（ADVコース） 

資格の有無 

 ダイバー資格をお持ちの方はご記入ください。 

（                                     ） 

※スクーバダイビングで機材のレンタルを希望される方のみ 

身長        cm  体重        kg 靴のサイズ       cm  

 

（個人情報の取り扱いについて） 

 全国研修会開催にあたり、参加者から得た個人情報は、保険の加入並びに名簿の作成など全国研修

会実施に関する事項以外には使用いたしません。 


