
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度  

 

公益社団法人 全国大学体育連合  

 

事業計画 

 

 

 

  



平成２８年度 事業計画 

                                  常務理事会 

 

基本方針 
 2019年ラグビー・ワールドカップと2020年東京オリンピック・パラリンピックを控え

て、関連学協会や行政等との連携をさらに深め、各種研究会を支援し、大学体育に関す

る堅固なネットワークの構築を目指す。 

 2018年からの18歳人口減少期に備えて、財務基盤を盤石にし、生産性の高い組織運営

システムを確立する。 

 

推進事業 

１．会員の参加促進 

大学体育ＦＤ優秀校・推進校 

研修会参加者数増（各支部で新任研修会を開催する。） 

 大学体育研修精励賞（ゴールド） 

ホームページにおける会員専用情報の活用 

『大学体育学』投稿数増（1.5倍増） 

 大学体育研究フォーラム参加者数増（100人超） 

 スポーツ健康系学科長会議 

 カレッジ・スポーツ・シンポジウム 

優秀学生賞 

 学生リーダーシップ指導者研修会 

大学教員就職セミナー 

 教養体育主任者協議会（総会翌日開催） 

  大学体育優秀教員賞 

 

２．広くて堅固な連携 

 各種研究会との連携（研修会等の共催・後援）・ネットワークづくり 

 関連団体との連携 

 

３．盤石な財務基盤の確立と生産性の高い組織運営 

 会員増（大学会員、賛助会員） 

 収入増・経費節減 

達成目標（数値）設定とその中間評価 

 

以上 

  



 

平成２８年度 総務部事業計画 

 

Ｉ．基本方針 

１． 本連合の円滑な運営に寄与する 

 

Ⅱ．会議関係 

１．部会の開催:６回 

２．会議の開催､議事録の作成 

① 総会:年１回 ３月下旬 

② 理事会:年２回 ２月下旬～３月上旬、１２月中旬 

③ 支部長会:年１回 ８月～９月 

④ 常務理事会：年７回 １月、２月、５月、７月、１０月、１１月、１２月 

⑤ 役員候補者推薦委員会：年２回 ３月（総会同日）、８～９月（支部長会同日） 

⑥ その他必要な会議の開催支援 

 

Ⅲ．事業関係 

１．事務所および事務の適正な運営 

２．会計処理(税務処理を含む)の執行(公認会計士への支援を委託) 

３．会計監査の実施（２月下旬：前年度決算)および９月精算による中間調査 

４．公認会計士との打ち合わせ：年４回 １月、２月、３月、１０月 

５．内閣府へ必要書類の提出（事業計画・報告）３月末、１２月末 

６．会員管理 

７．定款および諸規則改正の検討 

８．｢大学体育｣「大学体育学｣および報告書のバックナンバー管理 

９．役員の管理(法務局への手続き等) 

１０．各種会議への参加(文科省、スポーツ庁関係) 

１１．全国大学体育連合賞 

１２．大学体育教育賞 

１３．各部、各支部との連携・協力強化 

１４．男女共同参画活動の推進 

※推進事業 

１）法人移行後の処理と対応：（事業内容等の再検討） 

２）各部との連携強化による事業推進援助：（常務理事会運営の改善と充実） 

３）管理費・事業費の適正化 

 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：井上直子（青山学院大学） 

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） 

委 員：田畑亨 （流通経済大学） 



委 員：木内敦詞（筑波大学） 

委 員：福士徳文（慶應義塾大学） 

委 員：越澤 亮 （目白大学） 

以上 

平成２８年度 研修部事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

 ・研修会に関わる業務を行い、研修会の充実を図る。 

 ・支援補助金の交付に関わる業務を行う。 

 ・大学体育研修精励賞の授賞に関わる業務を行う。 

 

Ⅱ．会議関係 

 １．定例部会 年１０回程度 

 ２．指導者養成研修会の開催・準備に関わる関係者等との合同会議 

 ３．全国研修会の開催・準備に関わる関係者等との合同会議 

 

Ⅲ．事業関係 

 １．平成２８年度全国研修会の開催支援 

    主管：北陸支部 

    期日・場所：８月３１日～９月２日（２泊３日）・福井工業大学ほか 

    内容：ゴルフ、カヌー、乗馬、体験種目など 

 ２．第７回指導者養成研修会の開催 

    期日・場所：３月５日～７日（２泊３日）・東京理科大学 

３．研修会の実施に要する外部資金調達に関わる活動 

 ４．支部および関連諸団体への研修会開催支援（資金補助金交付） 

 ５．大学体育研修精励賞等の授賞に関する活動 

 ６．研修会の充実に関わる活動 

・今後の研修会 

平成29年 3月 第８回指導者養成研修会（開催場所未定）、全国研修会（九州支

部） 

平成30年 指導者養成研修会、全国研修会（中四国支部） 

平成31年 指導者養成研修会、全国研修会（関東支部） 

平成32年 指導者養成研修会、8月 全国研修会（北海道支部） 

 

Ⅳ．構成員 

   ◎谷藤千香（千葉大学）、○柳田信也（東京理科大学）、石井秀行（立教大学）、 

石渡貴之（立教大学）、雪吹誠（目白大学）、今西平（立教大学）、 

北徹朗（武蔵野美術大学）、後藤光将（明治大学）、白井巧（国際基督教大学）、 

西島壮（首都大学東京） 

      以上 

  



平成２８年度 調査・研究部事業計画 

 

Ｉ．基本方針  

大学体育に関する調査研究を実施するとともに、大学体育研究助成の募集と審査及びその

事務を担当する。 

 

Ⅱ．会議関係  

部会 年4回 

 

Ⅲ．事業関係  

1．教育実態調査 

以下の方向で見直しを行い、調査を実施する。 

・単発で行った大学スポーツ調査と地域貢献調査の項目も加える。さらに体力調査の

項目も加える。 

・調査は2から4年間隔で行う。 

・会長名で学長宛に調査依頼する。 

2．体力測定結果調査 

教育実態調査と統合する。 

3．研究助成 

審査及びその事務を担当する。 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：飯野要一（東京大学） 

副部長：竹市勝（国士舘大学） 

副部長：林容市（法政大学） 

 

以上 

  



平成２８年度 編集・出版部事業計画 

 

Ⅰ. 基本方針 

機関誌『大学体育』の充実を図り、スムーズに発行ができるように取り組む。 

 

Ⅱ. 会議関係 

定例部会  ８回 （機関誌編集１０７号・１０８号に関わる会議等） 

 

Ⅲ．事業関係 

1. 機関誌『大学体育』 

１）編集・発行―１０７号６月・１０８号１２月 

２）取材・出張（会議、編集に関わる記録作成等） 

＊ 指導者養成研修会：３月５日（土曜日）～３月７日（月曜日） 

東京理科大学 野田キャンパス 

＊ 総会      ：３月２２日（火曜日）学習院大学 

＊ 日本体育学会  ：８月２４日（水曜日）～８月２６日（金曜日） 

           大阪体育大学（大阪）講演、シンポジュウム等  

＊ 全国研修会   ：８月３１日（水曜日）～９月２日（金曜日） 

北陸支部（講演、シンポジューム等）     

 ＊ 編集、改善に関わる通信連絡及び業務委託 

   

 

Ⅳ. 構成員 

 部 長 村本 和世 （日本体育大学） 

 副部長 武田 丈太郎（新潟医療福祉大学） 

 委 員 飯田 祥明 （上智大学） 

委 員 園部 豊  （日本体育大学） 

 委 員 高橋 宗良 （鎌倉女子大学） 

委 員 森  健一 （武蔵大学） 

 委 員 山田 盛朗 （東京都市大学） 

    

以上 

 

  



平成２８年度 ＦＤ推進部事業計画  

 

Ⅰ．基本方針 

  大学体育ＦＤ推進校表彰制度（FD優秀校・FD推進校）などによって会員のＦＤ活動を

推進する。あわせて、大学体育優秀教員賞（仮称）について検討する。 

 

Ⅱ．会議関係 

  定例部会（審査委員会含む） ５回 

 

Ⅲ．事業関係 

１．大学体育ＦＤ推進校・優秀校表彰 

『大学体育』、大体連ホームページ、メールニュースなどで広報し募集する。審査

と表彰事務全般を担当する。 

 

２．大学体育優秀教員賞（仮称）の検討 

 平成2８年度中の実施、もしくは表彰制度が新設されたことを告知できる程度の内容

を検討する。 

 

３．その他の検討 

  大学体育FD２種類の顕彰制度の諸手続き・書類等の確定と審査基準の明確化を検討

する。 

   

 

 

Ⅳ．構成員 

部 長    雪吹 誠 （目白大学） 

副部長   未定 

副部長   未定 

部 員  白土 男女幸（日本体育大学） 

以上 

  



平成２８年度  広報部事業計画  

 

Ｉ．基本方針 

 情報の発信ならびに更新が活発かつ迅速に行えるよう、新たな広報体制を構築し、会員

や支部間の連絡が円滑に行える情報更新システムを整える。 

 

Ⅱ．会議関係 

１．定例部会  

   １０回開催（メール会議を含む） 

２．ホームページに関わる業者との打ち合わせ 

   随時 

       

Ⅲ．事業関係 

１．パンフレット等広報物のリニューアル 

２．ホームページの管理・更新 

３．メールニュースの発行 

４．会員専用ページの利用方法の検討 

５．支部ページの充実推進策の検討 

６．新規会員開拓のため新設校や大学院生への広報活動 

７. Facebookページ等設置可能性の検討 

 

Ⅳ.構成員 

   部  長 北 徹朗  （武蔵野美術大学） 

   副部長 石崎 聡之 （芝浦工業大学） 

   副部長 髙橋 宗良 （鎌倉女子大学）  

   委  員 鷲谷 浩輔 （千葉商科大学） 

委  員 

 

以上 

  



平成２８年度 渉外部事業計画 

 

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。 

 

Ⅱ．会議関係  

定例部会の開催(4回) 

臨時部会（事業開催に関わる打合せ）の開催(4回) 

 

Ⅲ．事業関係  

1. スポーツ健康系学科長協議会の開催 

日時：平成28年3月10日（木） 

会場：日本大学理工学部（東京・御茶ノ水） 

2. 連合運営委員懇談会の開催 

日時：平成28年8月23日 

会場：大阪（未定） 

3. 国内関係団体との連携 

(1) 全国体育系大学学長・学部長会 

(2) 体育スポーツ系学科 

(3) 全国大学保健管理協会 

(4) 高等専門学校、国立高等専門学校機構 

(5) 健康日本21推進全国連絡協議会 

(6) 大学教育学会 

(7) 初年次教育学会 

(8) 日本学術会議 

(9) 日本体育協会 

(10) その他 

4. 海外の関係団体の情報収集と情報発信 

(1) ICHPERSD(国際保健体育レクリエーション・スポーツ・ダンス協議会) 

(2) ICSSPE(国際スポーツ科学体育協議会) 

 

Ⅳ．構成員  

部長  重城 哲 （日本大学）  事業総括・共催シンポ 

副部長 白土男女幸（日本体育大学） 健康日本21推進全国連絡協議会 

部員  寺田佳代 （国際基督教大学） 海外関係団体連携 

難波秀行 （和洋女子大学） スポーツ健康系学科長協議会 

中田賢一 （平成国際大学） スポーツ健康系学科長協議会 

安住文子 （日本大学）  共催シンポ・運営委員懇親会・会計 

近藤克之 （日本大学）  健康日本21推進全国連絡協議会 

廣瀬立朗 （桐蔭横浜大学） 海外関係団体連携 

中丸信吾 （順天堂大学） 関係諸団体連携 

以上 

 

  



 

 

平成２８年度 大学体育学編集委員会事業計画 

 

Ⅰ．基本方針： 『大学体育学』投稿論文の質の底上げと査読の質保証による雑誌水準の高度化 

(1) 投稿システムの継続的改善（新投稿規定の浸透、改善案の検討） 

(2) 査読システムの継続的改善（査読内規の整備、査読協力者の増員） 

(3) 大学体育学優秀論文賞の活性化（選定方法の検討） 

(4)  J-STAGEを用いた電子ジャーナル発行サービスの推進（J-STAGEにて全論文閲覧可へ） 

 

Ⅱ．会議関係 

(1) 編集委員会：論文投稿があり次第、メール上にて開催 

(2) 定例打合せ会：日本体育学会大会（8月下旬）と大学体育研究フォーラム（3月上旬）の時期

に、 

年2回開催 

(3) そ の 他：至急の検討案件があり次第、委員長がメールおよび電話にて相談実施 

 

Ⅲ．事業関係 

(1) 『大学体育学』第13号（平成28年3月）の発行 

(2) 『大学体育学』第13号優秀論文賞の選定 

 

Ⅳ．構成員（平成27〜28年度の2年間） 

   委 員 長 木内敦詞（筑波大学） 博士（教育学） 大学体育論、スポーツ教育学 

   副委員長 西田順一（群馬大学） 博士（人間環境学） 体育心理学 

   委  員 金山千広（神戸女学院大学） 博士（学術） アダプテッド･スポーツ科学、スポーツ経営学 

  後藤光将（明治大学） 博士（体育科学） 体育史 

  鈴木久雄（岡山大学） 博士（医学） 運動生理学 

  園部 豊（日本体育大学） 博士（体育科学） スポーツ心理学 

  田原亮二（名桜大学） 博士（教育学） バイオメカニクス、体育科教育学 

  中田征克（防衛大学校） 博士（学術） 体育測定評価学 

以 上 

  



 

 

平成２８年度 大学体育関連情報調査チーム事業計画 

 

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 研究交流を促進するために研究集会「大学体育研究フォーラム」を開催する。 

  ④ 大学教員就職セミナーを開催する。 

⑤ 教養体育主任者協議会を開催する。 

 

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る。 

 

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 

毎月初めに発行し、メールニュースで通知し、ホームページに掲載する。 

 ２．研究活動の展開 

① ティーチング・ティップス 

② 「見る」「支える」授業の開発 

  ③ その他 

３．研究集会「大学体育研究フォーラム」(３月、東京)の開催 

 参加者数 ：H27年度 76人  目標：100人 

 発表演題数：H27年度 20題  目標： 30題 

４．大学教員就職セミナー（３月、東京）の開催 

  大学体育研究フォーラムに付随させて開催する。  

５．教養体育主任者協議会（３月、東京）の開催 

６．研究員の募集 

 20名を目標に募集を続ける。 

 

Ⅳ．構成員 

 代 表   小林 勝法(文教大学) 

研究員  飯田 路佳（十文字学園女子大学） 

岡田 光弘（国際基督教大学） 

木内 敦詞（筑波大学） 

北 徹朗（武蔵野美術大学） 

小林 雄志（熊本大学） 

角南 良幸（福岡女学院大学） 

高橋 宗良（鎌倉女子大学） 

田原 亮二（名桜大学） 

中山 正剛（別府大学短期大学部） 

橋口 剛夫（帝京科学大学） 

平工志穂 （東京女子大学） 

丸井 一誠（金沢星稜大学） 

元安 陽一（ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ） 

 

以上 

  



 

 

平成２８年度 課外活動支援特別委員会事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

  課外スポーツ活動の教育的意義は広く認められているが、近年は参加学生が大きく減少し、その

支援の必要性が高まっている。そこで、連合が会員にどのような支援ができるか検討するために、

課外スポーツ活動に関わっている教員や指導者だけでなく、学生部長や職員のニーズを探り、支援

策を検討する。 

 

Ⅱ．会議関係 

  １２回の会議のほか、メールやＳＮＳを利用して、情報交換や研究を進める。 

 

Ⅲ．事業関係 

１．学生リーダーシップ研修会の開催 

 ・フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社とのプログラム共同開発。 

2．第２回カレッジスポーツシンポジウムの開催 

  ・2016年秋頃に開催予定 

3．「大学における課外スポーツ支援Q&A」（仮称）の刊行 

 ・これまでの調査結果をまとめるとともに、（一社）日本私立大学連盟学生生活支援研究会とも

共同で事例（Q&A）集を刊行する。それと同時に事例集をHPでも紹介していく 

4．ユニバーシアード大会に関する調査検討 

 ・ユニバーシアードに参加した学生がどんな経験をし、その後の学生生活を送ってきたか。その

教育的効果や諸課題を検討する。 

 

Ⅳ．構成員 

委員長   北 徹朗（武蔵野美術大学） 

委  員  小林勝法（文教大学） 

委  員  高橋 宗良（鎌倉女子大学） 

委  員  伊東 克（帝京大学） 

委  員  西垣景太（中部大学） 

委  員  重藤誠市郎（個人会員、関東支部） 

委  員  越部清美（法政大学） 

委  員  渡辺英次（専修大学） 

以上 

  



 

 

平成２８年度 地域貢献推進ＷＧ事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

  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． 東京五輪やラグビーＷ杯などに向けた大学連携の構築 

  各組織委員会と連携しながら、会員の連携を構築する。 

 

２．地域貢献の事例収集と情報交換 

     会員同士の情報交換を促進する。 

 

 

Ⅳ．構成員 

 座 長   小林勝法（文教大学） 

委 員  黒須 充（順天堂大学） 

    師岡文男（上智大学） 

        飯田祥明（上智大学） 

 

 

以上 

  



 

 

平成２８年度 北海道支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

１） 平成２８年度運営員会  

  日 時：平成２８年３月２２日（火）１１：００～１３：００ 

  場 所：ホテル第一会館 北海道 虻田郡倶知安町南3条西2丁目13番地 

  内 容：平成２７年度事業報告および決算 

      平成２８年度事業計画および予算 

 

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」（仮） 

  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２８年３月２２日～２５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） 

 ○平成２８年度 北海道支部 大学体育連合夏季実技研修会 

  主な内容：「大学体育授業における卓球の実技指導」 

  日  時：未定 

  講  師：石岡 丈昇（北海道大学大学院教育学研究院・教育学院 教育学部） 

  世 話 役：角田 和彦・古川 善夫 

  場  所：北星学園大学 

○平成２８年度 北海道支部 大学体育連合夏季実技研修会 

 主な内容：「大学体育授業におけるカヌーの実技指導」 

  協  力：未定 

  日  時：未定 

  場  所：未定 

 

Ⅲ その他の事業 

なし 

以上 

 



 

 

平成２８年度 東北支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

   支部理事会・支部総会 

日時 平成２８年８月 

 場所 福島大学  

議 題 

  １、平成２８年度事業報告 

  ２、平成２８年度決算報告ならびに監査報告 

  ３、平成２９年度事業計画 

  ４、平成２９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  

（１）冬期研修会 

１．研修会名 バックカントリー研修会 

２．主催   公益社団法人 大学体育連合東北支部（福島大学）  

３．会期   平成２８年２月２９日（月）・３月１日（火）・２日（水） 

４．会場      八甲田スキー場 

５．宿泊先  酸ヶ湯温泉旅館 

       〒030-0111 青森市大字荒川字南荒川山国有林小字酸湯沢50 

 

＊冬期研修会について 

平成27年度に大学体育指導者全国研修会を東北支部主管で実施し，全国から多数の参加を得ることが

出来た．次年度も同様な研修会の開催を希望する参加者が多く，全国の会員に開かれた地方研修会の

あり方のテストケースとして平成28年度も実施予定である． 

 

Ⅲ その他の事業 

なし 

以上 

  



 

 

平成２８年度 関東支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

 会議 

 １．第１回運営委員会 平成28年１月下旬予定 

 ２．第２回運営委員会 平成28年６月予定 

 ３．メール審議複数回 

 

 支部総会 

 １．平成28年３月開催予定 

 

Ⅱ 研修会等事業 

 （研修会全体趣旨） 

 文部科学省（スポーツ庁）が発表する体力・運動能力の推移を見ても、近年の大学生の体力・運動

能力は、停滞・下降傾向が続いている。大学学生期における、体力・運動能力の維持・増進は、その

後のスポーツ実施率に大きく影響を及ぼすと考える。このような状況の中、大学体育は、特定のスポ

ーツ種目を中心に授業が展開されている傾向が強いといえる。これは、特定のスポーツ種目が苦手な

学生が履修しづらい状況を生み出し、運動離れを引き起こす原因といえる。大学体育では、多くの学

生が履修できる環境を作り、また授業改善が急務とされている。 

 以上のことから、関東支部研修会では、教材研究の視点から各競技団体が実施しているコーチ養成

プログラムに着目し、大学体育の授業の可能性を探る。 

 

第１回 研修会 

 平成28年３月下旬 

 講習会：「キッズアスレティックスプログラムに見る大学体育の可能性」 

 会場：調整中 

 参加費：8000円程度 

 

第２回 研修会 

 平成28年９月中旬 

 講習会・会場：調整中 

 参加費：調整中 

 

Ⅲ その他の事業 

 慶應義塾大学共同シンポジウム 

以上 

 

 

  



 

 

平成２８年度 東海支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

平成２８年度東海支部運営委員会・支部総会 

 日時：未定 

 場所：未定 

 

Ⅱ 研修会等事業 

実技研修 

・ 夏期実技研修会（東海支部企画）：研修種目未定 

・ その他の研修会：未定 

・ 冬期実技研修会（全国大学体育連合後援・東海支部主催） 

  研修内容：スキー・スノーボード研修会 

 開催期間：平成 28年 12月 26日（月）〜28日（水）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 

「大学生の骨粗鬆症予防に関する研究—骨密度、体格、運動習慣、生活習慣について—」（その2） 

研究誌の発行 

 大学保健体育研究：第35号（平成28年3月発行予定） 

 

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」講師派遣予定 

 

以上 

 

  



 

 

成２８年度北陸支部事業計画 

 

Ⅰ．支部総会等会議  

１．平成２８年度支部運営委員会 

期日：平成２８年６月下旬 

場所：未定 

議案： 

１）協議事項 

①支部研修会の具体的内容等について 

 

２．平成２８年度支部運営委員会・支部総会合同会議 

期日：平成２８年１０月下旬 

場所：未定 

議案： 

１）審議事項 

①平成２８年度北陸支部事業報告（案）について 

②平成２８年度北陸支部収支決算報告（案）について 

③平成２９年度北陸支部事業計画（案）について 

④平成２９年度北陸支部予算（案）について 

⑤その他 

 

３．全国研修会実行委員会 

開催期日、場所等は未定（全国研修会の運営準備） 

 

Ⅱ．研修会等事業 

１．平成２８年度北陸支部研修会（前期） 

テーマ（内容）： 全国研修会運営について 

期 日：平成２８年６月上～中旬（予定） 

会 場：福井工業大学あわらキャンパス 

主管校：福井工業大学他 

 

２．平成２８年度北陸支部研修会（後期） 

テーマ（内容）：大学体育におけるＦＤ活動・リスクマネジメント 

期 日：平成２８年１２月上～中旬（予定） 

会 場：未定 

主管校：金沢工業大学他 

 

Ⅲ．その他の事業 

１．北陸体育学会との協働事業（大学体育教育に関する講演会の共催） 

以上 

 

 

  



 

 

平成２８年度 近畿支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

1. 第1回支部運営委員会 

開催期日： 平成２８年６月１１日（土） 

開催場所： 大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構  

議   題：  

1）協議事項 

・平成２７年度事業報告・会計報告について 

・平成２８年度事業計画・予算について 

・その他 

     2）報告事項 

    ・その他 

2. 第2回支部運営委員会および支部総会 

開催期日： 平成２８年１１月 

開催場所： 大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構  

議   題：  

1）協議事項 

・平成２８年度事業報告・会計報告について 

・平成２９年度事業計画案・予算案について 

・その他 

2）報告事項 

    ・その他 

 

Ⅱ 研修会等事業 

1.実技研修会 

期日：平成２８年６月１１日（土） 

開催場所：大阪大学豊中キャンパス体育館 

研修内容：大学実技授業の紹介および研修 

講 師：未定 

2. 第1回講演会 

開催期日：平成２８年６月１１日（土） 

開催場所：大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 

講演内容：大学体育に関連する諸問題について  

講 師：未定 

3. 第2回講演会 

開催期日：平成２８年１１月 

開催場所：大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 

講演内容：大学体育のとりくみ紹介  

講 師：未定    

 

Ⅲ その他の事業   

なし                                        

 

                     以上 

  



 

 

平成２８年度 中四国支部事業計画 

 

Ⅰ. 支部総会等会議 

〇第1回支部総会   期日：平成28年５月頃  メール会議 

 

〇第2回支部総会   期日：平成28 年１１月  

会場：山口大学教育学部（予定） 

 

Ⅱ. 研修会等事業 

◆研修会 1 ： 講演会 

日時： 平成28年7月頃 

◆研修会 2 ： 実技研修会 

日時： 平成28年8月頃 

  ◆研修会３： 講演会 

         日時： 平成28年11月頃 

◆研修会４： 講演会 

         日時： 平成27年12月頃 

 

Ⅲ その他の事業 

なし 

 

以上 

  



 

 

平成２８年度 九州支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

１）第一回運営委員会 

  期日：平成28年３月17日 

  場所：長崎県（「国民宿舎 くじゃく荘」） 

２）第二回運営委員会 

  期日：平成28年５月 

  場所：佐賀大学 

３）第三回運営委員会 

  期日：平成28年９月18日 

  場所：長崎国際大学 

   ４）支部総会  

  期日：平成28年３月17日 

  場所：長崎県（「国民宿舎 くじゃく荘」） 

 

Ⅱ 研修会等事業 

 １）春期研修会：「体育・スポーツ・健康に関する教育研究会議」 

  期日：平成28年３月17日 

   場所：長崎県（「国民宿舎 くじゃく荘」） 

２）夏期研修会：九州体育・スポーツ学会との合同企画 

  期日：平成28年９月16日 

  場所：長崎国際大学 

 

Ⅲ その他の事業 

 １）「体育・スポーツ教育研究」第17巻第1号の発行補助 

   平成28年10月発行予定 

   ２）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、個人会員・賛助会員の募集 

 

以上 

 

 


