
 

 

                                  

                                                    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度  

 

公益社団法人 全国大学体育連合  

 

事業計画 

  



平成２７年度  事業計画  

                                  常務理事会  

 

 

基本方針 

 関連学協会や行政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年からの大学減少期に備えて、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 

  支部情報ページの活用（支部長挨拶、役員一覧、研修会案内など） 

研修会参加者数増（全国と支部の合計数を増やす。少数研修会を無くす。） 

 『大学体育学』投稿数増（倍増） 

 研究フォーラム参加者数増（100人超） 

 

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．各事業の発展 

  研究・研修成果の蓄積 

 表彰者・表彰校数増 

 社会・地域貢献の促進（ラグビーＷ杯2019、東京オリンピック・パラリンピック2020、 

関西ワールドマスターズゲームズ2021） 

 

４．盤石な財務基盤の確立 

 会員増（大学会員、賛助会員） 

 収入増・経費節減：組織運営検討特別委員会 

  会員種別・会費見直し 

 

５．生産性の高い組織運営 

 達成目標（数値）設定とその中間評価、進捗管理：組織運営検討特別委員会 

 事務局の増強 

 

以上 

  



平成２７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 

④ 常務理事会：適宜 

⑤ 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） 

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(文科省関係) 

１１．全国大学体育連合賞 

１２．大学体育教育賞 

１３．各部との連携・協力強化（共催シンポ・会費会員問題など） 

  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 

 

 

以上 

  



平成２７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６回程度（必要に応じてメール会議） 

 ２．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27年度全国研修会の開催 

    主管：東北支部 

    期日・場所：3月2日～5日（3泊4日）、八甲田スキー場 

    内容：バックカントリー研修、情報交換会など 

 ２．第6回指導者養成研修会の開催 

    期日・場所：8月19～21日（予定）、立教大学池袋キャンパス 

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 

  

※今後の全国研修会・指導者養成研修会の開催予定 

平成27年 3月 全国研修会（東北支部） 8月 指導者養成研修会 

平成28年 3月 指導者養成研修会 8月 全国研修会（北陸支部） 

平成29年 指導者養成研修会、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） 

 

 

 

以上 

  



平成２７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 

アンケート調査を実施する。 

 ２．体力測定結果調査 

平成 26 年度に行ったアンケート結果を集計および分析し、3 月に報告書を刊行す

る。 

 ３．研究助成 

   審査及びその事務を担当する。 

 

 

以上 

  



平成２７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１０５号・１０６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―１０５号６月・１０６号１２月 

２）取材・出張（会議、編集に関わる記録作成等） 

① 総会      ：東京都内―３月―慶應大学 日吉キャンパス 

② 全国研修会   ：３月上旬―東北支部（講演、シンポジューム等） 

③ 指導者養成研修会：８月―立教大学 池袋キャンパス 

④  日本体育学会  ：８月―国士舘大学（東京）（講演、シンポジューム等） 

         ⑤ 編集、改善に関わる通信連絡及び業務委託 

  （２）新規事業 

大学体育年鑑の発行に向けて（企画に関する委員会） 

  

 

以上  



平成２７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．会員専用ページの新設と利用方法の検討 

５．支部ページの充実推進策の検討 

６．種目別研究会との連携 

７．新規会員開拓のため新設校や大学院生への広報活動 

 

以上 

  



平成２７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27年2月28日 

会場：日本大学理工学部（東京・御茶ノ水） 

2. 日本体育学会共催シンポジウムの開催 

日時：平成27年8月25-27日（未定） 

会場：国士舘大学（東京・世田谷） 

3. 連合運営委員懇談会の開催 

日時：平成27年8月25-27日（未定） 

会場：東京（未定） 

4. 大学体育問題連絡会への参加 

5. 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) その他 

6. 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) 

 

  以上 

  



 

 

平成２７年度 組織運営検討特別委員会事業計画 

 

Ｉ．基本方針 

１．公益法人として、会員に対して価値ある事業を展開することが求められている。 

 ２．魅力ある事業や価値ある事業を展開し、経費を削減することで持続可能な盤石な財政基盤の確

立を目指す。 

３．大学会員のメリットを大幅に向上させ、個人会員からの変更を促す。新規加入も増やす。 

４．外部資金や受益者負担（研修会参加費、雑誌掲載料など）、賛助会員を増やし、減収分を補う。 

５．経費削減につながる生産生の高い組織運営実現のため、達成目標（数値）設定とその中間評価、

進捗管理について検討する。 

 

Ⅱ．事業関係 

１．会費改訂関係 

 2015年度 会費改訂案の総会決定・周知・実施 

       会費増大学の説得（会長名文書＋支部長）、大学会員メリット増検討・実施 

２．大学会員のメリットを増やす 

 ３．外部資金を増やす 

    toto助成、雑誌の広告収入、体育備品購入斡旋料など 

 ４．受益者負担を増やす 

  ・研修会参加費徴収（原則として無料は無くす。支部総会と一緒に行う場合は例外としてもよい。） 

・雑誌掲載料（超過頁については2013年度より実施済み。会員外からの投稿料等徴収は2013年度

から実施。） 

 ５．賛助会員を増やす 

   賛助会員のメリットを明確にし、会員募集を積極的におこなう。 

   賛助会員を協賛団体とし、物品提供や支部単位での協賛のあり方を検討する。 

６．生産性の高い組織運営についての検討 

７．達成目標設定や評価に関するシステムの検討、実施時期の検討 

８．FD推進校制度の見直し 

 

 

以上 

  



 

 

 

平成２７年度 復興支援事業委員会事業計画 

 

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 

  必要に応じ、随時、メールによる審議および面接会議を行う。 

 

Ⅲ．事業関係 

１．復興支援活動等補助の申請受付と審査 

     支援物資送付と支援活動への補助金申請の受付と審査を行う。 

実績：H23年 ５件、計106万円、H24年 ２件、計31万円、H25年 １件、計10万円 

H26年 ２件、計約27万円 

  目標：H27年 ３件、計60万円 

 

２．復興支援募金 

  復興支援活動等補助金に充てるために募金活動を行う。 

 

３．復興支援ホームページの更新 

   被災地レポート、復興支援活動報告を掲載し、情報提供する。 

 

 

 

以上 

  



 

 

平成２７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。 

 

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。 

  主要学会時に会合を開催する（２回程度）。 

 

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 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 

  ④その他 

３．研究集会「大学体育研究フォーラム」(２月、東京)の開催 

 参加者数 ：H26年度 73人  目標：100人 

 発表演題数：H26年度 20人  目標： 30人 

４．研究員の募集 

 20名を目標に募集を続ける。 

 

以上 



 

 

平成２７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 

  ６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．体育局長調査 

 １月に実施する。 

2．学連対象調査 

 ２月に実施する。 

3．第1回全国大学体育局長協議会（仮称）の開催 

  各調査の結果を受けて、2015年7月（予定）に協議会を開催する。 

4．報告と報告書作成 

  大学体育研究フォーラムで報告するとともに報告書を作成し、会員および回答大学に送付する。 

5．課外スポーツ活動の支援策の検討 

  調査結果をもとに支援策を検討する。 

 

 

以上 

  



 

 

平成２７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。 

 

以上 

  



 

 

平成２７年度 北海道支部事業計画 

 

Ｉ．支部総会等会議 

1） 平成２7年度運営員会 

日 時：平成２7年３月２３日（日）１３：５０～１６：００ 

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２６年度事業報告および決算 

支部役員について 

平成２７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２７年３月２１日～２３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２７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：北海道支部 副支部長 角田 和彦・古川 善夫 

場所：北星学園大学 

 

○  平成２７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２７年度 東北支部事業計画 

 

Ⅰ．支部総会等会議  

   理事会・総会 

日時 平成27年3月 

場所 福島大学  

議 題 

  １、平成26年度事業報告 

  ２、平成26年度決算報告ならびに監査報告 

  ３、平成27年度事業計画 

  ４、平成27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 

全国研修会を東北支部主管で実施するため，東北支部冬期研修会との共同開催として実施する 

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 全国大学体育連合  

３．主管    大学体育連合東北支部 （福島大学） 

３．会期    平成27年3月2日（月）・3日（火）・4日（水）5日（木） 

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 

 

（２）夏期研修会 

 期間 平成27年8月中旬 

 場所・テーマ 未定 

 

Ⅲ． その他の事業 

なし 

 

以上 

  



 

 

平成２７年度 関東支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議 

１．第１回運営委員会 平成27年1月下旬予定 

２．第２回運営委員会 平成27年6月予定 

３．メール審議複数回 

 

Ⅱ 研修会等事業 

（研修会全体の趣旨） 

 近年、大学に入学する学生は、体力の低下、コミュニケーション能力不足等様々な問題を抱えてい

る。このことは、１１月に実施した慶應義塾大学との共同シンポジウム「大学生をどう育てるか〜教

養体育からの発信〜」においても共通認識をしたところである。 

 以上のことを踏まえ、教員における大学生の接し方や、一般体育実技の工夫についての研修会を、

実施していく。 

 

〈第１回研修会〉 

日 時：平成27年3月中旬 

場 所：流通経済大学 新松戸キャンパス 

テーマ：講義：大学生とのコミュニケーションの取り方 

講 師：松田 晢（流通経済大学 スポーツ健康科学部 教授） 

           専門：コニュニケーション論   

     

〈第２回研修会〉 

日 時：平成27年9月中旬 

場 所：東京都市大学 

テーマ：教養体育におけるニュースポーツの可能性（仮） 

講 師：調整中 

 

以上 

  



 

 

平成２７年度 東海支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議  

平成27年度東海支部総会 

 日時、場所は未定 

支部運営委員会 

 日時、場所は未定 

 

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 

・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27年12月26日（土）〜28日（月）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 

   −大学生の骨密度、身体活動量、余暇活動、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34号（平成27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 

以上 

  



 

 

平成２７年度 北陸支部事業計画 

 

Ⅰ．支部総会等会議  

１．平成27年度支部運営委員会 

期 日： 平成26年4月下旬 

場 所： 未定 

議 案： 27年度支部研修会の具体的内容等について 

 

２．平成27年度支部運営委員会・総会合同会議 

期 日： 平成26年11月下旬 

議 案： 

１）報告事項 

①平成27年度北陸支部事業報告（案） 

２）協議事項 

①平成27年度北陸支部収支決算報告（案） 

②平成28年度北陸支部事業計画（案）について 

③平成28年度北陸支部予算（案）について 

④平成29年度全国研修会について 

３．その他 

 事務局の引き継ぎ，支部研修会の内容検討，本部からの通達等に際し，役員会議を随時実施

する。 

 

Ⅱ．研修会等事業 

１．平成27年度北陸支部研修会（冬季） 

テーマ（内容）： スノースポーツ 

期 日： 2月14日（土）～15日（日） 

会 場： 野沢温泉スキー場 

主管校： 富山大学 

 

２．平成27年度北陸支部研修会（夏季） 

テーマ（内容）：未定 

期 日： 9月上～中旬（予定） 

会 場： 未定 

主管校： 未定 

 

Ⅲ．その他の事業 

１．体育・スポーツ科学に関する講演会・シンポジウム（研究発表）等 

２．全国研修会にむけた運営委員研修（主に石川地区会員校） 

以上 

  



 

 

平成２７年度 近畿支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議  

1. 第1回 支部運営委員会および支部総会 

開催期日： 平成２７年６月１３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 総合棟Ⅰ 

議題：  

1）協議事項 

・平成２６年度事業報告・会計報告について 

・平成２７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２７年１２月 

開催場所： 大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 総合棟Ⅰ 

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. 第1回実技研修会 

期日：平成２７年６月１３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２７年６月１３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 総合棟Ⅰ 

講演題目１：大学体育に関連する諸問題について19 

講演内容２：大学体育のとりくみ・紹介  

講 師：未定 

3. 第2回 講演会 

開催期日：平成２７年１２月 

開催場所：大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 総合棟Ⅰ 

講演題目１：大学体育に関連する諸問題について19 

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２７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27年5月   

メール会議 

議題： １．平成26年度事業実施報告・平成26年度決算報告について 

２．平成27年度事業計画・平成27年度予算案 

３．次年度以降の支部役員について 

４．その他 

 

〇第2回支部総会    

期日：平成27 年１１月  

会場：山口大学教育学部 

議題： １．平成27年度事業実施報告・平成27年度決算報告について 

２．平成28年度事業計画・平成28年度予算案 

３．その他 

 

Ⅱ. 研修会等事業 

◆研修会 １ ： 実技研修会 

日時： 平成27年1月12日（月） 

場所： 岡山大学 第2体育館 

題目： 「大学体育におけるフライングディスク実技指導」 

◆研修会 ２ ： 実技研修会 

日時： 平成27年5月 

◆研修会 ３ ： 講演会 

日時： 平成27年６月 

  ◆研修会４：講演会 

         日時： 平成27年11月 

 

Ⅲ. その他の事業 

◇調査研究  

以上 

  



 

 

平成２７年度 九州支部事業計画 

 

Ⅰ 支部総会等会議  

1．支部運営委員会 

第1回支部運営委員会 

    期日：平成27年3月14日 

    場所：亀の井ホテル別府店（大分県） 

第2回支部運営委員会  

    期日：平成27年5月予定 

    場所：未定 

第3回支部運営委員会 

    期日：平成27年9月 

    場所：未定（佐賀県） 

 

 2．支部総会 

    期日：平成27年3月15日 

    場所：亀の井ホテル別府店（大分県） 

 

 3．事業企画検討会議 

  （九州支部研修会準備会議，平成29年度全国研修会準備会議を含む） 

    27年度中に，2回程度の開催を予定 

 

 

Ⅱ 研修会事業 

 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27年3月14日〜15日 

    場所：亀の井ホテル別府店（大分県） 

 

 2．夏期研修会：「授業研究研修会」（九州体育・スポーツ学会との合同企画） 

    期日：平成27年9月 

    場所：未定（佐賀県） 

 

 

Ⅲ その他の事業 

 1．九州地区大学体育連合機関誌「体育・スポーツ教育研究」第16巻第1号の発行補助 

   平成27年10月発刊予定 

以上 

 


