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全国大学体育連合

事業計画

令和 4（2022）年度 公益社団法人全国大学体育連合

事業計画

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、更
なる大学体育の充実と発展を図るとともに、「スポーツ参画人口の拡大」ならびに「大学
スポーツの振興」に貢献する。
推進事業
１．会員の参加促進
研修会（オンラインを含む）参加者数の増大
大学体育研修精励賞の顕彰
大学体育ＦＤ優秀校・推進校の顕彰
大学体育優秀教員賞の顕彰
大学体育スポーツ研究フォーラムの充実
学術誌『大学体育スポーツ学研究』の発刊
スポーツ健康系学科長会協議会の充実
ホームページ閲覧数の増加
メールニュース登録者数の増加
支部活動の活性化と支部間の連携強化
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
関連諸団体との連携
３．盤石な財務基盤の確立
会員（大学会員、個人会員、賛助会員）の増大
収入の増大・経費の節減
以

公益社団法人

全国大学体育連合

上

令和 4（2022）年度基本方針と推進事業の説明

１．対面授業とオンライン授業のそれぞれの充実ならびに両授業を同時並行的に実施するカリ
キュラムの構築を図る
2020 年度に突如として発生した新型コロナウイルス感染症は、2021 年度内に終息の兆
しがみえないどころか、2021 年度はさらに拡大蔓延しています。
従来、実技による対面授業を最優先としてフェースツーフェースで心と心の交流を重視
した体育の授業をオンライン授業とせざるをえない状況が 2020 年度前半期から今日に至
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るまで続いております。2021 年度前期は、対面授業再開に目途が多少ついたものの、後期
は再びオンライン授業を中心として実施せざるをえない感染状況です。
2020 年度入学生のみならず、2021 年度入学生もまたオンライン授業が多かったため、コ
ミュニケーション不足となっている現実が存在します。この点を解消するためには、オン
ライン授業であっても、精神的に密（コミュニケーション力を高める）となる方法論を追
求しなければなりません。本年、東京オリンピック・パラリンッピック大会が無事滞りな
く実施されましたが、貴重でレガシー的な要素をどれだけ授業に効果的に取り込めるかと
いうことも重要な論点だと思います。
２．（公社）全国大学体育連合が創立 70 周年を迎えるにあたり、記念誌編集委員会および記念
イベント準備委員会を立ち上げ、作業を進めます。
３．全国研修会、各地区ブロック研修会およびフォーラム等については、対面形式とオンライ
ン形式および付随的な資料の作成およびアンケート調査実施の模索を試みます。
４．賛助会員の方々のメリットを高めるべく、アンケート調査を実施します。
５．大体連のホームページを、情報検索が速やかにでき充実した内容にします。
６．各支部の連携とともに大体連部内の連携をさらにスムーズにできるよう、ICT 化に取り組
みます。
７．男女共同参画の件に対して、積極的に関わります。
以

令和 4（2022）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）：令和 4 年 3 月 24 日＠早稲田大学

(2)理事会

年 2 回（2 月、10 月）：令和 4 年 2 月 19 日＠早稲田大学

(3)支部長会

年 1 回（10 月

(4)常務理事会
(5)その他

年6回

理事会と同日開催）

1 月、4 月、6 月、7 月、9 月、12 月

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
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上

７．定款および諸規則改正の検討
８．｢大学体育｣「大学体育スポーツ学研究｣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
14．法人資料の電子データ化の推進
15．オンライン，リモートでの活動の推進と支援
※推進事業
１．各部，各支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

令和 4（2022）年度

以

上

以

上

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６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．第１３回指導者養成研修会の開催（３月・流通経済大学）
２．研修会の実施に要する外部資金調達に関わる活動
３．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）
４．大学体育研修精励賞等の授賞に関する活動
５．研修会の充実に関わる活動
・今後の研修会
2022 年度

指導者養成研修会、全国研修会（北海道支部）

2023 年度

指導者養成研修会、全国研修会（近畿支部/予定）

2024 年度

指導者養成研修会、全国研修会（東海支部/予定）
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令和 4（2022）年度

調査部事業計画

Ⅰ．基本方針
大学体育に関する実態調査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

対面 1 回

オンライン３回

Ⅲ．事業関係
１．研究助成
審査及びその事務を担当する。
２．女性参画に関するアンケートの実施

令和 4（2022）年度

以

上

以

上

研究部事業計画

Ⅰ．基本方針
・論文誌「大学体育スポーツ学研究」の内容充実
・学術大会「大学体育スポーツ研究フォーラム」の活性化
Ⅱ．会議関係
部会

随時（zoom 等によるオンライン形式）

(1)『大学体育スポーツ学研究』編集委員会
(2)「大学体育スポーツ研究フォーラム」実行委員会
Ⅲ．事業関係
１．大学体育スポーツ学研究 第 19 号の発行（2022 年 3 月刊行予定）
印刷会社の変更、表紙/論文デザインの刷新
２．第 9 回 大学体育スポーツ研究フォーラムの開催（2022 年 2～3 月開催予定）
前回に引き続き、オンライン開催。北陸支部よりシンポジウム登壇予定。
３．論文誌の J-STAGE 公開の充実
(1)『大学体育学 1-15 巻（2004−2018）』の公開種別の修正
(2)『大学体育スポーツ学研究 16-18 巻（2019−2021）』の公開開始
(3)『大学体育スポーツ学研究 19 巻（2022.3 公刊予定）』の受理論文早期公開

令和 4（2022）年度

編集・出版部事業計画

-5-

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

6回

（機関誌編集 119 号・120 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―119 号 6 月・120 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：令和 4（2022）年 3 月
＊総会

流通経済大学

：令和 4（2022）年 3 月 24 日（木）

＊編集、改善に関わる通信連絡及び業務委託

令和 4（2022）年度

以

上

以

上

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 年 1 回（至急の案件があった場合に、メール会議を随時実施する）
２．定例打合せ会
大体連研修会、大学体育研究フォーラムなどの機会に、年 1 回開催する。
Ⅲ．事業関係
１．ホームページの情報管理、管理運営
２．ホームページのリニューアル
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充実
５．支部ページの充実
６．新規会員開拓のための広報活動
７．パンフレットの作成（更新）
８．その他

令和 4（2022）年度
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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。また、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
１．部会

５回

２．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（第 10 回）
日時：令和 4 年 5 月中旬～7 月頃予定
会場：東京都内またはオンライン開催（ハイフレックス型検討）
２．連合運営委員懇談会の開催
日時：令和 4 年 3 月

総会開催時

会場：（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) 日本スポーツ協会
(10) スポーツフォートゥモローコンソーシアム
(11) 日本スポーツ体育健康科学学術連合
(12) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会
(13) その他
４．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。
５．大学体育優秀教員賞表彰
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。
６．海外の関係団体の情報収集と情報発信
以

令和 4（2022）

将来構想委員会事業計画
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上

Ⅰ．基本方針
創立 70 周年記念事業の推進及び連合の将来的課題について検討を進める。
Ⅱ．会議関係
１．部会

随時（Zoom Meeting、対面２回を含む）

２．70 周年記念事業実行委員会

随時（Zoom Meeting を含む）

Ⅲ．事業関係
１．70 周年記念事業の推進
総務部、70 周年誌編集委員会と連携する
(1)70 周年記念誌発刊の具体的な準備（内容・執筆依頼・編集など）
(2)記念事業の具体的準備（記念式典、行事など）＠
２．将来的課題の検討（短期・中期・長期的な対応などをまとめる）
(1)記念事業以外の特定費用準備金に係る活動の検討
(2)業務の将来的課題（ICT 活用,DX 事業,事務員・事務所関係）
(3)その他
以

令和 4（2022）年度

北海道支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．令和 4（2022）年度北海道支部総会
日程：未定
場所：札幌国際大学
内容：令和 3（2021）年度事業報告・決算報告
令和 4（2022）年度事業計画・収支予算案
令和 4（2022）年度北海道支部研修会について
備考：Web 会議の可能性あり
２．運営委員会
日程：適宜，必要に応じて行う
場所：メール会議，およびオンライン会議にて行う
内容：全国研修会，および支部研修会について
Ⅱ．研修会等事業
１．全国研修会兼夏季研修会
日程：令和 4（2022）年 8 月末頃
場所：札幌，ニセコ，他
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上

内容：ゴルフ，パークゴルフ，カーリング，ラフティング，他
２．冬季研修会
日程：未定
場所：ニセコ，トマム，他
内容：カーリング，スキー，スノーボード，他

令和 4（2022）年度

以

上

以

上

東北支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．支部総会
日程：令和 4（2022）年 12 月予定
場所：岩手大学
議題：(1)令和 4 年度事業報告
(2)令和 4 年度決算報告・監査報告
(3)令和 5 年度事業計画
(4)令和 5 年度予算案
(5)その他
２．支部運営委員会
適宜メール会議にて行う
Ⅱ．研修会等事業
１．冬期研修会
日程：令和 4（2022）年３月上旬
場所：安比高原スキー場
内容：「SAJ ナショナルデモに学ぶ最新のアルペンスキー指導法」指導者研修会
講師：全日本スキー連盟公認デモンストレーター
Ⅲ．その他事業
支部オンライン学習会を予定

令和 4（2022）年度
Ⅰ．会議関係
１．関東支部総会
日程：令和 4（2022）年 3 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
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関東支部事業計画

議題：新年度事業について
２．第 1 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 3 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：新年度事業について
３．第 2 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 4 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
４．第 3 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 5 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
５．第 4 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 6 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
６．第 5 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 7 月
場所：（未定）場合により zoom 会議 z
議題：年度事業について
７．第 6 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 9 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
８．第 7 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 10 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
９．第 8 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 11 月
場所：（未定）場合により zoom 会議
議題：年度事業について
※新型コロナウィルス感染状況を見極め対面で３回会議を開催する予定
Ⅱ．研修会等事業
１．第 1 回関東支部春夏季研修会
日程：令和 4（2022）年 8 月
場所：未定
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内容：スクーバダイビング
講師：弘中満雄
福田一儀

氏（広島大学非常勤講師）
氏（至誠館大学常務理事・教授）

２．第 2 回関東支部秋冬季研修会
日程：令和 4（2022）年

12 月

場所：（未定）
内容：大学体育実技を想定した研修会
講師：（未定）
３．大学体育連合関東支部会・慶応大学体育研究所共催シンポジウム
日程：2022 年（2022 年度）

12 月上旬

場所：（未定）
内容：ニューノーマル時代の体育実技の目的と評価（仮題）
講師：（未定）
Ⅲ．その他事業
（未定）
以

令和 4（2022）年度

東海支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．東海支部総会
日程：未定
場所：未定
議題：令和 4（2022）年度事業計画等
２．支部運営委員会
日時：令和 4（2022）年 6 月中旬，9 月中旬
場所：未定
議題：令和 4（2022）年度事業計画等
Ⅱ．研修会等事業
１．夏期実技研修
日程：未定
場所：未定
内容：未定
２．冬期研修会
日程：令和 4（2022）年 12 月 26 日（月）〜28 日（水）
場所：平湯温泉スキー場・ほおのき平スキー場
内容：スキー・スノーボード研修会
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上

Ⅲ．その他事業
研究誌の発行
大学保健体育研究：第 41 号（令和 4（2022）年 3 月発行予定）

令和 4（2022）年度

以

上

以

上

北陸支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．令和 4（2022）年度

北陸支部総会

日程：令和 4（2022）年 11 月
場所：未定
議題：(1)令和 4（2022）年度
(2)令和 5（2023）年度

北陸支部事業・決算報告
北陸支部事業計画・予算案

(3)その他
２．第１回運営委員会
日時：令和 4（2022）年５月
場所：未定
議題：(1)令和 4（2022）年度事業計画・収支計画案等
(2)その他
３．第２回運営委員会
日時：令和 4（2022）年７月
場所：未定
議題：(1)令和 4（2022）年度北陸支部研修会
(2)その他
Ⅱ．研修会等事業
第 1 回支部研修会
日程：令和 4（2022）年 9 月
場所：未定
内容：未定
Ⅲ．その他の事業
北陸スポーツ・体育学会との共同事業
日程：令和 4（2022）年 10～12 月
場所：未定
内容：未定
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令和 4（2022）年度

近畿支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．近畿支部総会
日程：令和 4（2022）年 11 月 26 日(土)
場所：神戸大学
議題：(1)令和 4（2022）年度事業報告・決算（案）
(2)令和 5（2023）年度事業計画・収支予算（案）
(3)その他
２．第１回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 6 月 4 日(土)
場所：神戸大学
議題：令和 4（2022）年度事業計画、収支計画案
３．第２回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 11 月 26 日(土)
場所：神戸大学
議題：令和 5（2023）年度事業計画、収支計画案
Ⅱ．研修会等事業
１．第１回研修会
日程：令和 4（2022）年 11 月 26 日(土)
場所：神戸大学
内容：未定
講師：未定
２．第 1 回講演会
日程：令和 4（2022）年 6 月 4 日(土)
場所：神戸大学：
議題：大学体育の意義と展望：
３．第２回講演会
日程：令和 4（2022）年 11 月 26 日(土)
場所：神戸大学：
議題：未定
Ⅲ．その他事業
なし
以

令和 4（2022）年度

中四国支部事業計画

Ⅰ．会議関係
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上

１．中四国支部総会
日程：令和 4（2022）年 11 月 26 日（土）
場所：岡山理科大学
議題：(1)令和 4（2022）年度事業実施報告，令和 4（2022）年度決算報告について
(2)令和 5（2023）年度事業計画案，令和 5（2023）年度予算案について
(3)その他
２．第 1 回運営委員会
期日：令和 4（2022）年 5 月 14 日（土）
場所：岡山理科大学
議題：支部役員報告，活動計画等
Ⅱ．研修会等事業
１．第１回研修会
日程：令和 4（2022）年 6 月 25 日（土）
場所：岡山理科大学
内容：「身体表現と STEAM 教育」
講師：未定
２．第２回研修会
日程：令和 4（2022）年 11 月 26 日（土）
場所：岡山理科大学
内容：未定
講師：未定

以

令和 4（2022）年度

九州支部事業計画

Ⅰ．会議関係
１．第 1 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 3 月中旬
場所：西九州大学（佐賀県）
議題：支部総会議事次第について

等

２．支部総会
日時：令和 4（2022）年 3 月中旬
場所：西九州大学（佐賀県）
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
３．第 2 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 5 月中旬
場所：会場は未定
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等

上

議題：次期研修会（春期、夏期）について
４．第 3 回運営委員会
日時：令和 4（2022）年 9 月初旬
場所：九州保健福祉大学（宮崎県）
議題：令和 4（2022）年度夏期研修会実施報告，令和 4（2022）年度春期研修会について，
次年度予算案について，会計中間報告

等

Ⅱ．研修会等事業
１．九州支部春期研修会
日時：令和 4（2022）年 3 月中旬
場所：西九州大学（佐賀県）
内容：研究・事例発表，特別講演，シンポジウム

等

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
日時：令和 4（2022）年 9 月初旬
場所：九州保健福祉大学（宮崎県）
内容：実技研修（種目は未定）
講師：未定
Ⅲ．その他事業
１．発刊補助
九州地区大学体育連合機関誌「体育・スポーツ教育研究」第 23 巻第 1 号（令和 4（2022）
年 10 月発刊予定）の発刊経費の補助
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
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