
 

 

2018（平成 30）年度公益社団法人 全国大学体育連合 事業計画 

 

2018（平成 30）年度 基本方針と推進事業 

理事会 

 

基本方針 

大学教育とスポーツを取り巻く環境変化に対応し、関連学協会や行政等との連携をさらに深め、大学体育・ス

ポーツに関する堅固なネットワークの構築を目指す。特に、第 2 期スポーツ基本計画に示された「一億総スポ

ーツ社会の実現」を目指し、「スポーツ参画人口の拡大」と「大学スポーツの振興」に貢献する。また、2018

年からの 18歳人口減少期に備えて、財務基盤を盤石にする。 

 

推進事業 

１．会員の参加促進 

研修会参加者数 

大学体育研修精励賞 

大学体育ＦＤ優秀校・推進校 

大学体育優秀教員賞 

教養体育主任者協議会参加者数 

大学体育研究フォーラム参加者数・発表件数 

『大学体育学』投稿数 

するみるささえるスポーツ教育研究会 

スポーツ健康系学科長会議参加者数 

カレッジ・スポーツ・シンポジウム 

大学スポーツ局長全国協議会 

ホームページ閲覧数 

 

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 

会員増（大学会員、賛助会員） 

収入増・経費節減 

以 上

 

2018（平成 30）年度 総務部 事業計画 

 

Ⅰ．基本方針：本連合の円滑で透明な運営に寄与する 

 

Ⅱ．会議関係 

(1)部会 1回（随時メール会議） 

(2)主要会議の開催：議事録の作成 

①総会 年 1回（3月）：2018年 3月 21日＠青学大 

②理事会 年 2回（2月、10月）：2018年 2月 21日＠学習院大 

③支部長会 年 1回（10月 理事会と同日開催） 

④常務理事会 年 6回 1月、4月、6月、7月、9月、12月 

⑤その他 必要な会議支援 

 

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2回 2月、11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(文部科学省、スポーツ庁関係) 

(11)表彰（全国大学体育連合賞、大学体育教育賞） 

(12)各部、各支部との連携・協力強化 

(13)男女共同参画活動の推進 

※推進事業 

(1)各部との連携強化による事業推進援助 

(2)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：田畑 亨  （流通経済大学） 

副部長：雪吹 誠  （目白大学） 

委 員：高丸 功  （学習院大学） 

委 員：福士 徳文 （慶應義塾大学） 

委 員：越澤 亮  （目白大学） 

委 員：石井 秀幸 （立教大学） 

委 員：下嶽 進一郎（千葉商科大学） 

委 員：片岡 悠妃 （青山学院大学） 

以 上

 

2018（平成 30）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。 

・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 7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)2018年度全国研修会の開催支援（中四国支部・8月） 

(2)第 9回指導者養成研修会の開催（3月 2日～4日・武蔵野美術大学） 

(3)研修会の実施に要する外部資金調達に関わる活動 

(4)支部研修会の開催支援 

(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 

2018年 指導者養成研修会、全国研修会（中四国支部） 

2019年 指導者養成研修会、全国研修会（関東支部） 

2020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 

部 長：北 徹朗  （武蔵野美術大学） 

副部長：石井 秀幸 （立教大学） 

副部長：西島 壮  （首都大学東京） 

委 員：今西 平  （立教大学） 

委 員：石渡 貴之 （立教大学） 

委 員：鷲谷 浩輔 （千葉商科大学） 

委 員：服部 由季夫（星槎大学） 



 

 

委 員：浅井 泰詞 （目白大学） 

委 員：難波 秀行 （日本大学） 

以 上

 

2018（平成 30）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)「大学生のスポーツ経験と意識調査」の実施 

大学体育関連情報調査チームより引き継いでの調査の実施 

(2)研究助成 

審査及びその事務を担当する。 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：白川 哉子 （昭和女子大学） 

副部長：竹市 勝  （国士舘大学） 

委 員：吉成 啓子 （白百合女子大学） 

委 員：長谷川 千里（東京女子体育大学） 

以 上

 

2018（平成 30）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 111号・112号に関わる会議等） 

 

Ⅲ．事業関係 

機関誌「大学体育」 

(1)編集・発行―111号 6月・112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 2日（金曜日）～3月 4日（日曜日） 

武蔵野美術大学 鷹の台キャンパス 

＊総会      ：3月 21日（水曜日）青山学院大学 青山キャンパス 

＊全国研修会   ：8月 中四国支部（講演、シンポジウム等）     

＊電子配信対応  ：随時 

＊編集、改善に関わる通信連絡及び業務委託 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：羽田 雄一 （学習院大学） 

副部長：武田 丈太郎（新潟医療福祉大学） 

委 員：笹川 慶  （上智大学） 

委 員：園部 豊  （帝京平成大学） 

委 員：高橋 宗良 （鎌倉女子大学） 

委 員：中島 早苗 （共立女子短期大学） 

委 員：森  健一 （武蔵大学） 

委 員：山田 盛朗 （東京都市大学） 

以 上 

 

  



 

 

2018（平成 30）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を表彰することにより会員へ教養体育の研究・実践を促す。 

 

Ⅱ．会議関係 

定例部会（審査委員会含む） 4回 

 

Ⅲ．事業関係 

(1)大学体育ＦＤ優秀校・推進校表彰 

『大学体育』、連合ホームページ、メールニュースなどで広報し募集する。 

そして審査と表彰事務全般を担当する。 

(2)大学体育優秀教員賞 

表彰制度を広報し、審査と表彰事務全般を担当する。また、会員全体の参考になる事例を広報する。 

(3)その他の検討 

募集を募る為の方策について検討する。 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：雪吹 誠  （目白大学） 

副部長：白土 男女幸（日本体育大学） 

副部長：浅井 泰詞 （目白大学） 

部 員：高橋 和将 （茨城キリスト教大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 広報部事業計画 

 

Ⅰ．基本方針：ホームページ等による情報発信と管理 

 

Ⅱ．会議関係 

(1)広報委員会 1回（至急の案件があった場合、メール会議を随時実施する） 

(2)定例打合せ会 

日本体育学会（8～9月）、大学体育研究フォーラム（2～3月）の時期に年 2回開催する 

 

Ⅲ．事業関係 

(1)ホームページの情報管理と管理運営 

(2)メールニュースの発行 

(3)会員専用ページの利用方法の充実 

(4)支部ページの充実 

(5)新規会員開拓のための広報活動 

(6)パンフレットの作成（更新） 

(7)その他 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：葛西 順一（早稲田大学） 

副部長：平工 志穂（東京女子大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）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(5回) 

臨時部会（事業開催に関わる打合せ）の開催(1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：2018年 5月（予定） 

会場：東京（予定） 

(2)連合運営委員懇談会の開催 

日時：2018年 3月 21日 

会場：アイビーホール 

(3)国内関係団体との連携 

①健康日本 21推進全国連絡協議会 

②スポーツフォートゥモローコンソーシアム 

③全国体育系大学学長・学部長会 

④体育スポーツ系学科 

⑤全国大学保健管理協会 

⑥高等専門学校、国立高等専門学校機構 

⑦大学教育学会 

⑧初年次教育学会 

⑨日本学術会議 

⑩日本体育協会 

⑪その他 

 

Ⅳ．構成員 

部 長：重城 哲  （日本大学） 

副部長：白土 男女幸（日本体育大学） 

部 員：寺田 佳代 （国際基督教大学） 

部 員：難波 秀行 （日本大学） 

部 員：中田 賢一 （平成国際大学） 

部 員：安住 文子 （日本大学） 

部 員：近藤 克之 （日本大学） 

部 員：廣瀬 立朗 （桐蔭横浜大学） 

部 員：中丸 信吾 （順天堂大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）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 

 

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（8-9月）と大学体育研究フォーラム（2-3月）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 15号（2018年 3月）の発行 

(2)大学体育学第 14号優秀論文賞の選定 

 

Ⅳ．構成員 

委 員 長：木内 敦詞（筑波大学） 

副委員長：西田 順一（近畿大学） 

幹  事：園部 豊 （帝京平成大学） 

委  員：佐藤 和 （千葉工業大学） 

委  員：鈴木 久雄（岡山大学） 

委  員：田原 亮二（名桜大学） 

委  員：中田 征克（防衛大学校） 

委  員：中山 正剛（別府大学短期大学部） 



 

 

委  員：西原 康行（新潟医療福祉大学） 
以 上 

 

2018（平成 30）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)教養体育主任者協議会を開催する。 

(5)するみるささえるスポーツ教育研究会を開催する。 

 

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・ティップスの収集と公表 

②するみるささえるスポーツ教育 

③その他 

(3)研究集会「大学体育研究フォーラム」（3月 1日、目白大学）の開催 

参加者数 ：2017年度 92人  目標：100人 

発表演題数：2017年度 26題  目標：20題 

(4)教養体育主任者協議会（3月、東京）の開催 

参加者数 ：2017年度 20人  目標：30人 

(5)するみるささえるスポーツ教育研究会（未定、未定）の開催 

参加者数 ：2017年度 11人  目標：20人 

(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） 

研究員：岡田 光弘（国際基督教大学） 

研究員：木内 敦詞（筑波大学） 

研究員：北 徹朗 （武蔵野美術大学） 

研究員：小林 雄志（岡山大学） 

研究員：角南 良幸（福岡女学院大学） 

研究員：高橋 宗良（鎌倉女子大学） 

研究員：田原 亮二（名桜大学） 

研究員：中山 正剛（別府大学短期大学部） 

研究員：難波 秀行（日本大学） 

研究員：橋口 剛夫（帝京科学大学） 

研究員：平工 志穂（東京女子大学） 

研究員：元安 陽一（長崎国際大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 大学スポーツ推進特別委員会事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

(1)大学における大学スポーツの推進を促進する情報を提供する 

(2)大学スポーツを推進するような学生の活動を支援する 

(3)大学スポーツを推進する人材教育と研修・情報共有の場を提供する 

(4)大学スポーツ推進の現況を調査する 



 

 

 

Ⅱ．会議関係 

2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)第 4回カレッジ・スポーツ・シンポジウムの開催 

・2018年秋頃に開催予定 

・ＩＤＵＳ(大学スポーツ国際デー)イベント 

(2)第 2回大学スポーツ局長全国協議会の開催 

(3)大学ＳＡ配置共同研究の結果報告 

(4)大学スポーツ推進に関する各種調査 

・学生アスリートの学習支援、キャリア支援プログラムに関する調査研究 

(5)大学スポーツ推進校表彰事業 

(6)大学スポーツの観戦者を増やす取組事業 

(7)(一社)日本私立大学連盟学生生活支援研究会と協力した取組 

・大学教育学会でのラウンドテーブル開催 

(8)「大学における課外スポーツ支援 Q&A」のＨＰ掲載 

 

Ⅳ．構成員 

担当理事：小林 勝法（文教大学） 

委 員 長：長倉 富貴（山梨学院大学） 

委  員：北 徹朗 （武蔵野美術大学） 

委  員：松永 敬子（龍谷大学） 

委  員：幸野 邦男（武庫川女子大学） 

委  員：束原 文郎（桜美林大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）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)日本プロゴルフ協会・ゴルフ市場活性化委員会との３者連携 

ゴルフクラブ提供やゴルフコース・デビュー・プログラムを推進する。 

(3)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：師岡 文男（上智大学） 

委 員：北 徹朗 （武蔵野美術大学） 

委 員：島崎 崇史（上智大学） 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 北海道支部事業計画 

 

Ⅰ．会議等 

(1)支部総会 

①日程：未定 

②場所：札幌想定 

③議題：北海道支部の今後について 

(2)第 1～2回運営委員会 

①日時：未定 



 

 

②場所：札幌想定 

③議題：支部運営について 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)第 1回研修会 

①日程：未定（1日） 半日 

②場所：札幌想定 

③内容：未定 

④講師：1名 

 

Ⅲ．その他の事業 

特になし 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 東北支部事業計画 

 

Ⅰ．会議等  

支部理事会・支部総会 

日時：2018年 12月 

場所：福島大学 

議 題：(1)2017年度事業報告 

(2)2017年度決算報告ならびに監査報告 

(3)2018年度事業計画 

(4)2018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：2018年 2月 28日（水）・3月 1日（木）・3月 2日（金）（予定） 

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 

2015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。 

その際、同様な研修会の開催を希望する参加者が多く、また、その後の研修会において一定数のリピーターが 

参加しており 2018年度もほぼ同様の内容で実施予定である。2017年度は本部の研修会と日程が重なった 

ため参加を希望していながら見送った教員もいたようである。本部研修部と事前の調整が必要である。 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 関東支部事業計画 

 

Ⅰ．会議等 

(1)第 1回運営委員会：2018年 1月下旬予定 

(2)第 2回運営委員会：2018年 5月中旬予定 

(3)メール審議複数回 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)2018年度関東支部研修会 

①日程：2018年 7月上旬予定 

②場所：未定 

③内容：ボーリング 

④講師：未定 

(2)2018年度関東支部研修会 



 

 

①日程：2018年 11月中旬予定 

②場所：未定 

③内容：インラインスケート、ブレイブボード、スラックライン、その他ニュースポーツの中から 2種目 

④講師：未定 

 

Ⅲ．その他の事業 

未定 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 東海支部事業計画 
 

Ⅰ．会議等 

2018年度東海支部運営委員会・支部総会 

①日時：未定 

②場所：未定 

 

Ⅱ．研修会等事業 

実技研修 

・夏期実技研修（全国大学体育連合後援・東海支部主催） 

①研修内容：未定 

②開催期間：未定 

③研修場所：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） 

①研修内容：スキー・スノーボード研修会 

②開催期間：2018年 12月 26日（水）～28日（金）2泊 3日 現地集合・解散 

③研修場所：平湯温泉スキー場・ほおのき平スキー場 

④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 4） 

研究誌の発行 

大学保健体育研究：第 37号（2018年 3月発行予定） 

 

Ⅲ．その他の事業 

未定 

以 上 

 

2018（平成30）年度 北陸支部事業計画 

 

Ⅰ．会議等 

(1)2018年度支部総会 

①期  日：2018年1月（詳細未定） 

②方  法：電子的方法（Eメール）による審議 

③審議内容：1.2017年度北陸支部事業報告（案）について 

2.2017年度北陸支部収支予算（案）について 

3.その他 a.支部研修会の当番地区等について b.その他 

(2)第1回運営委員会 

①期日：未定 

②方法：電子的方法（Eメール）による審議 

③議案：支部研修会の具体的内容等について 

(3)第2回運営委員会 

①日時：2018年9月（詳細未定） 

②場所：石川県内 

③議案：未定 

(4)第3回運営委員会 

①期  日：2017年12月詳細未定 



 

 

②方  法：電子的方法（Eメール）による審議 

③審議内容：1.2019年度北陸支部事業計画（案）について 

2.2019年度北陸支部収支予算（案）について 

3.その他 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)2018年度北陸支部研修会 

①テーマ（内容）：詳細未定 

②期日：未定 

③会場：石川県内 

④主管：石川Ⅰ地区（金沢大学、北陸大学、金沢星稜大学、北陸学院大学、 

北陸学院大学短期大学部、福井工業大学、仁愛大学） 

 

Ⅲ．その他の事業 

(1)北陸体育学会、北信越武道学会との協働事業（大学における武道教育と中学校武道授業 

協力の現状についての共催シンポジウム） 

①日時：2018年1月（詳細未定） 

②会場：未定 

③内容：未定 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 近畿支部事業計画 

 
Ⅰ．会議等 

(1)第 1回支部運営委員会 

①開催期日：2018年 5月 

②開催場所：立命館大学大阪いばらきキャンパス（予定） 

③議  題：1)協議事項 

1.2018年度事業計画（案） 

2.2018年度収支予算（案） 

3.その他 

2)報告事項 

1.その他 

(2)第 2回支部運営委員会 

①開催期日：2018年 11月 

②開催場所：立命館大学びわこ･くさつキャンパス（予定） 

③議  題：1)協議事項 

1.2018年度事業報告（案） 

2.2018年度決算報告（案） 

3.2019年度事業計画（案） 

4.2019年度収支予算（案） 

5.役員改選について 

6.その他 

2)報告事項 

1.その他 

(3)大学体育連合近畿支部総会 

①開催期日：2018年 11月 

②開催場所：立命館大学びわこ･くさつキャンパス（予定） 

③議  題：1)協議事項 

1.2018年度事業報告（案） 

2.2018年度決算報告（案） 

3.2019年度事業計画（案） 

4.2019年度収支予算（案） 

5.役員改選について 

6.その他 

2)報告事項 

1.その他 

 



 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)実技研修会 

①開催期日：2018年 11月 

②開催場所：立命館大学びわこ･くさつキャンパス（予定） 

③研修内容：大学生及び学生アスリートにおけるライフスキルプログラムの展開（予定） 

④講  師：佐々木 浩雄氏（龍谷大学）：予定 

(2)第 1回講演会 

①開催期日：2018年 6月 

②開催場所：立命館大学大阪いばらきキャンパス（予定） 

③講演内容：関西地区における大学横断型スポーツコンソーシアムの展望と可能性（予定） 

④講  師：伊坂 忠夫氏（立命館大学）：予定 

 

Ⅲ．その他の事業 

特に予定していない。 

以 上 

 

2018（平成 30）年度 中四国支部事業計画 

 

Ⅰ．会議等 

(1)支部総会  

①日程：2018年 5月 

②場所：メール会議 

③議題：運営委員等の確認、事業計画について 

(2)運営委員会 

①日程：2018年 9月 

②場所：岡山大学（予定） 

③議題：2018年度大学体育指導者全国研修会終了報告 

(3)支部総会  

①日程：2018年 11月下旬 

②場所：岡山大学（予定） 

③議題：次年度事業計画、決算・予算案等について 

(4)運営委員会 

①日程：2018年 11月中旬 

②場所：岡山大学（予定） 

③議題：次年度事業計画、決算・予算案等について 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)第 1回研修会（予算不要） 

①日程：2018年 6月 

②場所：岡山大学 

③内容：東京オリンピック・パラリンピックに向けて（仮題） 

④講師：中村 友梨香（元オリンピックマラソン選手） 

(2)第 2回研修会 

①日程：2018年 11月 

②場所：山口大学 

③内容：実技研修 

④講師：未定 

(3)第 3回研修会（予算不要） 

①日程：2018年 12月 

②場所：岡山大学 

③内容：スポーツと法 

④講師：南川和宣先生（岡山大学法務研究科） 

 

Ⅲ．その他の事業 

2018年度大学体育指導者全国研修会の開催（主管） 

以 上 

 

  



 

 

2018（平成 30）年度 九州支部事業計画 

 
Ⅰ．会議等 

(1)支部総会 

①日程：2018年 3月中旬 

②場所：福岡県内 

③議題：決算報告・予算案・事業計画・次期研修会（春期、夏期）について etc. 

(2)第 1回運営委員会 

①日時：2018年 3月中旬 

②場所：福岡県内 

③議題：総会にかける前の会議（決算報告・予算案・事業計画・2018年度夏期研修会について etc.） 

(3)第 2回運営委員会 

①日時：2018年 5月中旬 

②場所：福岡県内 

③議題：2018年度夏期研修会について・2019年度春期研修会について・機関誌について etc. 

(4)第 3回運営委員会 

①日時：2018年 9月中 

②場所：熊本県熊本市内 

③議題：2019年度春期研修会について・機関誌について・2018年度夏期研修会の実施報告 etc. 

 

Ⅱ．研修会等事業 

(1)九州支部春期研修会 

①日時：2018年 3月中旬 

②場所：福岡県内 

③内容：研究・事例発表、特別講演、シンポジウム 

④講師：未定 

(2)九州支部夏期研修会：九州体育・スポーツ学会との合同企画 

①日時：2018年 9月中 

②場所：熊本県熊本市 

③内容：実技研修（種目は未定） 

④講師：未定 

 

Ⅲ．その他の事業 

(1)「体育・スポーツ教育研究」第 19巻第 1号の発行 

2018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 

 


