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1. はじめに  －センター長挨拶－ 
2020 年度スポーツ科学センターの成果とこれから 

 

2020 年度のスポーツ科学センターの事業は、①「スポーツ系特別強化指定部への活動支

援及びスポーツ振興事業」、②「地域住民にスポーツ・プログラム等を提供する地域貢献事

業」、③「地域連携に関する事業（みはまスポーツクラブ事業）」の３つに分類できる。詳し

い活動内容は各報告に委ねるが、ここではそれらの活動について概括し、スポーツ科学セン

ターのこれからの取り組みにつなげたい。 

 まず、①「スポーツ系特別強化指定部への活動支援及びスポーツ振興事業」の活動につい

て紹介する。特別強化指定部への活動支援として、全 10 回のスポーツ心理学トピックスを

スポーツ科学センターホームページに掲載し、コロナ禍でのサポートを実施した。また、コ

ロナ禍のなかオンラインでの実施となったが、各部の主将等を対象とした「学生アスリート

のキャリア形成」について、さらに主将・マネージャーを対象とした「自立した選手を育て

る・サポートする」をテーマとした研修会を実施することができた。しかしながら、一般学

生に向けたスポーツ振興支援が実施できなかったため、次年度以降の課題とする。 

 次に、②「地域住民にスポーツ・プログラム等を提供する地域貢献事業」の活動について

は、コロナ禍により地域住民へのスポーツ・プログラムの提供が実施できなかった。次年度

は、コロナ禍でも実施可能なスポーツ・プログラムの提供を検討することが課題である。 

 さらに、③「地域連携に関する事業（みはまスポーツクラブ事業）」の活動については、

「みはまスポーツクラブ」の成果と課題を整理し、中長期的視野に立った事業計画を立案す

ることができたが、学内で実施するプログラムについては学生スタッフの育成が引き続き

の課題となっており、他組織と連携・協力した取り組みが必要となっている。 

 以上、今年度の 3 つの事業について概括したが、2021 年度のスポーツ科学センターの事

業は今年度と同様の３つの事業を掲げ、課題となった部分について検討・実施していきたい。 

 さらに、2021 年度から新たなスポーツ系特別強化指定部及び特別強化支援部制度が動き

だすこととなるが、それらへの活動支援として、環境整備、広報、高大接続による一体的な

強化、ガバナンスの構築、エンロールメントマネジメントの対応強化、指導者配置、援助金

支援等の政策を検討し推進する。これらの検討については、スポーツ科学部、スポーツ科学

研究科とも連携を図っていきたい。 

 後に、日本福祉大学も加盟している「大学スポーツ協会（UNIVAS）」の設立理念であ

る、「大学スポーツの振興により、『卓越性を有する人材』を育成し、大学ブランドの強化及

び競技力の向上を図る。もって、我が国の地域・経済・社会の更なる発展に貢献する」こと

をめざした一層の取り組みが求められていることを自覚し、日本福祉大学のスポーツの発

展及び美浜町を中心とした知多半島のスポーツ振興に寄与する活動を展開していきたい。 

（センター長 山本 秀人） 
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2. スポーツ科学センターの活動 
 
 

（１）活動目的 
1）  スポーツに関する学生教育 
2）  課外活動の支援 
3）  地域と連携した教育実践活動など、本学の特色を生かした総合的な

スポーツ振興に関する諸施策を立案し、事業を推進する 
 
 
（２）2020 年度の主な活動 
 ・2020 年度の活動については、コロナ感染拡大防止のため、以下の活

動となった。 
1） みはまスポーツクラブ事業の展開（9 月～3 月） 
2） スポーツ心理学～新型コロナウイルスに負けないメンタルトレーニ

ング～連載（全 10 回） 
3） 特別強化指定部リーダーズキャンプ開催（8 月 8 日開催） 
4） 特別強化指定部主務・マネージャー研修会開催（2 月 20 日開催） 
5） 2021 年度からの特別強化指定部・強化支援部に対し相談窓口を設置

検討（3 月） 
6） UNIVAS との連携 
  ①指導者セミナー参加（10 月 09 日開催） 
  ②管理者セミナー参加（10 月 27 日開催） 
7） 2021 年度からの特別強化指定部・強化支援部スタッフ研修会の開催 

（2 月 27 日開催）  
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3. スポーツ強化支援政策 
 
1） リーダーズキャンプ 
主   旨 ① リーダーとして必要な知識・教養を身につけること 

② 他の部活のリーダーと話をすることによって情報や悩み等を共有し、今後、コミ

ュニケーションが取れる関係を築くこと 

日   時 2020 年 8 月 8 日（土） 13:00～15:00 （オンライン：zoom にて実施） 

協   力 NPO 法人 Shape the Dream 
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参加者 

 

部活名 役職 氏名 学籍番号 学部

1 Ⅰ部サッカー部 キャプテン 佐藤　僚真 18sp0812 スポーツ科学部

2 女子バスケットボール部 副キャプテン 境　奏穂 18ca0143 子ども発達学部

3 女子バスケットボール部 副キャプテン 遠藤　真帆 19sp0245 スポーツ科学部

4 アーチェリー部 主将 小伏　啓太 18sp0705 スポーツ科学部

5 準硬式野球部 主将 高橋　隼也 19sp0971 スポーツ科学部

6 準硬式野球部 副主将 中野　颯太 19sp1219 スポーツ科学部

7 女子ソフトボール部 主務 二宮　彩菜美 18ct0519 子ども発達学部

8 女子ソフトボール部 次期主将 本多　絢音 18cu0468 子ども発達学部

9 ゴルフ部 副主将 櫻井　雄伍 19fu0550 社会福祉学部

10 女子ラクロス部 主将 竹口　いづみ 17sp1084 スポーツ科学部

11 水泳部 主将 安田　帆孝 18sp1711 スポーツ科学部

12 水泳部 副主将 野仲　博文 19sp1375 スポーツ科学部

13 卓球部 部員 竹尾　優健 19fu0758 社会福祉学部

14 卓球部 部員 市川　歩夢 20fu0096 社会福祉学部

15 弓道部 主務 長谷川　颯 19fg0587 社会福祉学部

16 弓道部 部員 長田　孝介 19fk0198 社会福祉学部

17 バドミントン部 キャプテン 池田 大晟 18sp0085 スポーツ科学部

18 バドミントン部 副キャプテン 村上　雅樹 18ee2226 経済学部

19 アメフト部 副主将 田嶋　一路 18fk0598 社会福祉学部

20 硬式野球部 副主将 本道 優作 18sp1497 スポーツ科学部

21 硬式野球部 副主将 奥田　秀 18sp0424 スポーツ科学部

22 男子ソフトボール部 副主将 森川　凱貴 18fu1422 社会福祉学部

23 男子ソフトボール部 副主務 青木　隆也 20fu0013 社会福祉学部

24 ダンス部 副主務 江頭　唯 19ct0138 子ども発達学部

25 男子バスケットボール部 キャプテン 小野内 駿 18sp0457 スポーツ科学部

26 男子バスケットボール部 次期学生コーチ 高橋 柊弥 19sp0963 スポーツ科学部

27 男子ラクロス部 キャプテン 廣瀬　克幸 17fk0722 社会福祉学部

28 男子ラクロス部 副キャプテン 横井　辰哉 18cq0707 子ども発達学部

29 硬式テニス部 主務 河合 遥己 18fm0234 社会福祉学部

30 陸上競技部 キャプテン 加藤　皓大 18sp0481 スポーツ科学部

31 陸上競技部 部員 丸山　雄太 19sp1631 スポーツ科学部

32 合奏研究会吹奏楽団 副団長 松本　紗弥華 19fu1194 社会福祉学部

ラグビー部:試合のため欠席 ※順不同
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NPO 法人 Shape the Dream 協力スタッフ（5 名） 

白木 英二 氏  （代表理事） 元アメフト選手 

有明 葵衣 氏  （副代表理事） 3×3 バスケットボール選手 

芦村 佳那子 氏  （理事） 元サッカー選手 

熊谷 明奈 氏  （理事） サッカー選手 

小椋 拓海 氏 （メンバー） 現役アメフト選手 

 

内   容  「リーダーシップについて学ぶ」をテーマとしたワークショップ 

・索引型の優秀なリーダーはもういらない 

・「Want 思考」でリーダーシップを磨く 

・リーダー・フォロワーの責任 

・心揺さぶるシェイカーの存在 

・敵は倒すよりも消し去る 

・共感されるリーダーシップ ～ゴールデンサークル～ 

 

実施したワークシート（一部） 
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参加者の集合写真 
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参加者からの感想（一部抜粋・そのままを記載） 

 自分のシェイカーとは誰なのかということについて学ぶことができた。シェイカーと

はその人のおかげで頑張れるというような存在である。私は自分を応援してくれる人

がいるからこそ頑張れると感じている。これからも自分を支えてくれる人に感謝しな

がら何事も取り組んでいきたいと思う。 

 今回のリーダーズキャンプを終えて、自分がチームのキャプテンとして、どうあるべ

きかを改めて考えなおすことができた。スライドでもあったように、自分色のリーダ

ーシップをつくっていき、チームにとって欠かせない存在になっていきたいと思っ

た。 

 今回のリーダーズキャンプを受けて、リーダーは立場で、リーダーシップは影響力で

あり、今自分の主将というのは立場なだけで、自分だけでなく多くの人がリーダーシ

ップをとるネットワーク型をチームに浸透していくことで、チームとしてまた成長で

きるということを感じました。そのために、自分の意思（want 思考）を周りに伝えて

いき、この意思に応じてチームメイトがリーダーシップを発揮していくということを

やっていきたいと思いました。 

 その他にも競争でなく共創にすることでポテンシャルを無限に高めることができる

といったことや、共感されるリーダーシップというのは、目的が必ずある、といった

ことなど自分が今まで考えたこともないようなことを学ぶことができました。 

 今回本当に良いことを学べたのでこれらを生かし、チームに還元していきたいと思

いました。 

 今回のリーダーズキャンプに参加させていただいて、自分では考えもつかないリーダ

ーのあり方などいろんな意見を聞く事ができたのでいい経験になったと思いました。 

 今日は、自分の考え方を変えることができたきっかけとなりました。リーダとリーダ

シップの違いを聞き、リーダーというのは一人ではないし、役職の名前に過ぎず、リ

ーダーシップをとる人が本当のリーダーであるということを学びました。一人、二人

がチームをまとめなければいけないことはなく、目的、内容に応じていろいろな人が

リーダーシップをとることのできるチーム作りをしていきたいと思いました。また機

会があればお話しを聞きたいと思います。 

  本日の講義を受けて「完璧なリーダーはもういらない」という言葉や、シェイカー

と want 思考がとても印象強く残っています。リーダーは何でもできているという考

えがあった私にとって、完璧でなくていいという言葉にとても安心感がありました。

周りの人と支え合うからこそ成り立つということを忘れないようにしたいです。ま

た、常に何かをしなければいけないではなく、したいと思うようにすること。そし

て、誰かのシェイカーのような存在に慣れるようにこれから頑張っていきたいと思い

ました。 

 今回は、他の部活の部長、副部長の話や考えを聞くことが出来、とても新鮮でした。
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私は、一年近くキャプテンをやらせてもらい、もうすぐ代替わりをしますが、次のキ

ャプテンにリーダーズキャンプで学んだ、リーダーのあるべき姿について伝えていこ

うと思いました。 

 他の部活のキャプテンや副キャプテンの話を聞ける場はあまりないので、貴重な体験

をできた。 

改めてどういうリーダー像を目指していくのかや、チームメイトにとって自分はどう

いう存在なのかを考えることができ、リーダーとしてのあり方を見直す良い学びを得

ることができた。 

 私が思っていたリーダーの意義やリーダーシップとは違うこともあったが、非常に共

感を覚え、今回、代理ではありましたが、リーダーズキャンプに参加させていただ

き、shape のスタッフの皆様に精一杯の感謝を伝えたいです。 

また、この経験を活かして、代替わりをしたらリーダーになって、より良いチーム作

りをしたいです。 

 リーダーとして資質、行動、考え方について参考になりました。 

私がしていたリーダ型組織よりサポート型リーダーとして組織を成長させる指針の方

が、学生部活動として大きな意味を成すのではと改めて考えさせられた 1 日でした。 

来年の主将に伝えられるように続いてくれたらいいなと思います。 

 今日の講義は、リーダーの概念が覆された内容でした。どこでもヒエラルキー型の牽

引力・統率力のある賢者風リーダーが一般的ではあるが、これからはネットワーク型

のメンバーの個性や得意分野での活躍を促す愚風者リーダーが求められることがわか

りました。 

 私は吹奏楽団に所属しているため、スポーツとどの点が共通しているのか考えなが

ら講義を聞いていましたが、チームを作るためにはスポーツも文化系も関係なく同じ

ことなのだと知ることができました。なぜ私が吹奏楽団に所属し吹奏楽を続けている

のかを振り返り考えてみる良い機会になり、また団全体にも伝えてみようと思いま

す。 

 感想としてはリーダーズキャンプの内容に賛成できないこともあったがほとんどはリ

ーダーに必要なことを教えてくれたりこれまで考えていたリーダー像とは違うリーダ

ーの姿を教えてくれたので今後の活動に活かしたいと考えることができた。 
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 総 括 

今年度のリーダーズキャンプは、現役時代各スポーツで活躍し、現在は社会人としてキ

ャリアを形成した方々によるオリジナルの講義を取り入れている NPO 法人 Shape the 

Dream さん協力のもと実施した。研修内容として「リーダーシップとチーム」を取り

上げていただいた。当初は、対面でグループワークを中心とした研修会を予定していた

が、昨今の新型コロナウィルス感染防止対策による移動の自粛要請等を受け、オンライ

ン（zoom）での実施となった。 

学生には、研修に参加するにあたり事前課題として①自分の理想のリーダーとその

理由、②自分自身のリーダーシップ要素（自分の強み、特徴等）3 つについて考えてく

るよう指示があった。当日は、リーダーシップの型・責任・考え方などについての講義

やワークシートを用いた学び、グループ内でのディスカッションといった内容で進行

した。グループワークでは、Shape メンバーの皆さんがファシリテーターとして各グ

ループに入り、学生の考えや意見を引き出していただいた。参加した学生は各部の主将

やキャプテンということで、自身のリーダーシップとしての強みや部をどのようにし

たいのか、あるいは部に対してどのようなアプローチが必要（有効）なのか、などを考

えるきっかけになったと感じる。画面越しではあったが、必死に学ぼうとする姿が伺え

た。参加したほとんどの学生が 3 年生以下（28 人/29 人）ということで、今後の部活動

での取り組みに期待したい。 

NPO 法人 Shape the Dream さんとは、今年 1 月の NCAA コンベンション訪問ツア

ーにてご縁をいただき、様々な取り組みを知る中で今回の研修を依頼することになっ

た。学生はもちろんのこと、スポーツ科学センター教員一同も研修を聴講する中で、リ

ーダーシップスキルに関する新しい考え方を学ぶことができた。オンラインでの実施

は初めてということで、多大な労力を要していただいたことに改めて感謝申し上げた

い。 

（文責 中尾綾） 
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2） 主務・マネージャー研修会 

主 旨 主務・マネージャーの役割について理解を得ると共に、他の強化指定部との交流・ 

情報共有を行うことで各部活動の発展につなげる。 

日 時 2021 年 2 月 20 日（土）10:00-14:30 オンライン zoom にて 

対 象 日本福祉大学強化指定部 A および B に所属する主務またはマネージャー 

内 容 

  

時 間 内 容 

9:55 集合 

10:00-11:30 『自立した選手を育てる・サポートする』 久保田真広（くぼた まさひろ） 

11:30-12:30 UNIVAS 研修会報告 

1） 女子バスケットボール部 大河内なつ海（おおこうち なつみ） 

2） 準硬式野球部 三浦汐音（みうら しおね） 

3） 水泳部 桑山華奈（くわやま かな） 

12:30-13:30 休憩 

13:30-14:30 グループワーク・意見交換会 

14:30-14:40 閉会式 

【自立した選手を育てる・サポートする/久保田真広】 

≪内容≫ 

マネージャー・主務の役割とは、①方向性・目標の決定②適材適所の人材配置③モチベーショ

ンの管理④人材育成・能力開発⑤評価・フィードバックなどがあることやマネージャーに必要な能

力は、①論理的思考力②意思決定力③コミュニケーション力④人を見極める力が必要であること

などをわかりやすく伝えて下さった。また、マネージャーと選手の関わり方や関わる際の注意点を

お話しいただき、その後、本題の自立と依存について詳細に説明があった。依存は悪い事ではな

く、適切に依存する、自己責任に基づいて他者依存することが説明された。最後に、自立した選手

に育てる・サポートするためには、選手本人に気づく＝傷つくことも大切であることについてお話が

あった。 

 

≪感想≫一部抜粋 

 私は久保田さんの「気づく＝傷つく」が印象に残った。傷つかなければ気づかないことがたくさ

んあることを学んだ。また、我が儘は悪いことではなく、主体性があることを学んだ。上手にわ

がままになる事が人生において大切だという事が理解できた。 
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 マネージャーは支えるだけとどこかで思っていた点が今日の話を聞いて変わった部分があっ

た。支えることはもちろんだが、マネジメントすることの大切さや組織運営をするにあたってな

にが必要か考えることができた。なにがいいか悪いかを考えるときに人で判断してしまうところ

が自分はあるので、良い悪いの二択にならないように、自分がもっと知識を得てチームにプラ

スになる働きをしていきたいと思った。 

 人材育成、能力開発についての話がとても印象に残っている。「3 年間でどれだけのチームを

作れるか」という言葉もあったように、チームを良くするうえで人材育成、能力開発は必須だと

感じた。 

 大学で学んだ心理学の事だけでなく、より実用的で応用の効く動機づけや依存の話がとても

印象に残った。 マネージャー、主務の役割をちゃんと理解することが出来た。今日学んだこと

を少しでも多くサークルの活動に役立てていきたい。 
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【UNIVAS 研修会報告】 

≪内容≫ 

2020 年度に行われた UNIVAS が主催する GMG ミーティングに参加した学生より、内容について

説明があった。マネジメントの基本とすべきするものとして①マーケティング ②生産性 ③イノベー

ションがあげられ、これら基本を無視することで、マネジメントは破綻することがある。その後、これら

3 項目について詳細が伝えられた。また、マネージャーの仕事と求められる技能について話があっ

た。最後にまとめとして、①所属する組織を活性化させる ②社会に求められる、卓越性を有する

人材になることが報告された。 

 

≪感想≫一部抜粋 

 自分達もコミュニケーション等を図って、部活動の運営を円滑に行えたらと思う。 

 やる気のない選手やネガティブな部員をなくすことでチームのプラスになることがあるので、役

割を与えることが必要だと思ったし、実践してみようと思った。 

 マネージャーとして全員の性格、欲求、価値、強みを知り生かすために、目標設定する力や

問題の明確化する力が自分はまだ足りないためこれから身につけていくことが大切だと思った。 

 生産性を高める 4 つの方法に、分析、総合、管理、道具があり、これが徹底されているチーム

は自然とチーム力も上がっているのだなと感じた。 

 組織をマネジメントする上での役割やそのために必要なことを学んだ。マーケティングをしたり、

生産性を向上したりする取り組みはとても良いと思い、チームで取り組みたいと思った。今の

部活の状況で人数が少なく、なかなか上手くチームが回らないことがあるので、生産性の向上

のためにいろんな資源から考えて、効率よくチームが運営できるように考えていきたいと思っ

た。今求められる人材は、アウトプット型なので、この大学生活でチームを運営する中で学び

力をつけていきたいと思った。 

 

【グループワーク・意見交換会】 

≪内容≫ 

①各部の運営で困っていること ②午前中の研修も踏まえた上で『選手のモチベーション』につい

て、2 つのテーマをあげ、少人数のグループに分かれて意見交換を行った。 
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≪感想≫一部抜粋 

 普段話さないような他の部活動の人たちが行っていることなどを知ることができてよかった。 

 困ってることや悩んでることを打ち明ける機会があるのは、今後の自分にもプラスになるなと思

いました。 

 他部活の意見を聞くことで自分の部活に生かせそうなことも知れてよかった。自分の部活をど

のようにすれば強くなるのか、また選手のモチベーションが上げられるかを考える良い機会と

なった。 

 このご時世、自分も含め他部活の方たちもモチベーションをキープするのに苦労していて、運

営する事の難しさを感じていた。よりよい部活にするためにもっとコミュニケーションを取りチー

ム全員が目標に向かって活動する事がとても大切だと思った。 

 自分にはなかった考えや悩みを聞いたりして、自分の部活と照らし合わせて考えることができ

たり、いろんな角度から意見を聞けて新しい視点で考えることができた。それぞれの状況と立

場で様々な思いがあることに気づいたので、参考にしてこれからのチームでの活動に活かし

ていきたいと思う。 

 他のサークルの様子について聞いたことがなかったので、とても面白かった。なぜマネージャ

ーになったのか、主務という役割をどう考えているかなどそれぞれの考えを聞いて、より主務の

大切さを考えることが出来た。 

 

総 括 

 今年度後期には特別強化指定部への支援として zoom にて「主務・マネージャー研修会」を行っ

た。午前中は講師に久保田真広氏をお迎えし、『自立した選手を育てる・サポートする』という題目

で講習会を行っていただいた。多くの学生から選手のサポートの仕方や仕事の役割分担、組織運

営の大切さなどについて学ぶことができたという意見があがった。 

 UNIVAS 研修会報告は 2020 年度 3 名の学生が研修会に参加し、その 3 名より報告がなされた。

3 名とも同じ内容の研修会を受けていたが、注目する視点が異なり、色々な話を聞くことができた。

大きな柱としてはマネジメントではマーケティング、生産性、イノベーションが必要であることが述べ

られていた。感想ではコミュニケーションの大切さ、マネジメント力の必要性などを学べたと書かれ

ていた。 

 グループワーク・意見交換会では例年通りグループを作ってテーマに合わせて、現在の部活動

の状況や主務・マネージャーの立場で困っていることなどを踏まえ意見交換を行った。コロナの影

響もありコミュニケーションが不足している中で、このような機会を作れたのは良かったのではない
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だろうか。 

 今後、スポーツ科学センターで行って欲しい企画としては、他の部活との意見交換や交流、他部

活と協力して行うイベントなどがあげられていた。 

（文責 坂口結子） 
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3） スポーツ心理学トピックス 
今年度は、新型コロナウィルスの影響で SMT 講習会の実施が出来なかった。代替案

として「スポーツ心理学～新型コロナウィルスに負けないメンタルトレーニング～」と

いう内容で、スポーツ科学センターホームページに全 10 回のトピックスを掲載した。 

 

内 容 

 

アスリートの皆さんへ 

第 1 回 「明める」と「諦める」、今はどちらが大切 

第 2 回 素直に現実を受け入れよう 

第 3 回 短期・中期目標を立て、やってみよう 

第 4 回 感謝しよう 

第 5 回 やる気の出ない時にどうするか？ 

第 6 回 ルーティンの有効性 

第 7 回 笑顔をつくってみましょう 

第 8 回 スポーツとレジリエンス 

第 9 回 効果的に勉強しましょう 

第 10回 新しいスポーツ活動を楽しむために、“マインドセット”を変えよう 

 

 

指導者・関係者の皆さんへ 

第 1 回 アスリートと共有しよう 

第 2 回 アスリートに共感しよう 

第 3 回 アスリートの「話」を聴こう 

第 4 回 感謝しよう 

第 5 回 やる気の出ない時にどうするか？ 

第 6 回 ルーティンの有効性 

第 7 回 笑顔をつくってもらいましょう 

第 8 回 ハードワークとは？ 

第 9 回 部員間での話し合い・議論をさせる 

第 10回 新しいスポーツ活動を楽しむために、“マインドセット”を変えよう 
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4） 各部の活動報告 

今年度の活動報告として、試合結果・地域貢献活動を中心に各部が報告書を作成した。 

 

 部活動名 ページ 

1 サッカー部 37 

2 ラグビー部 38 

3 硬式野球部 39 

4 男子ソフトボール部 40 

5 女子ソフトボール部 41 

6 女子バスケットボール部 42 

7 男子バスケットボール部 43 

8 アメリカンフットボール部 44 

9 陸上競技部 45 

10 水泳部 46 

11 アーチェリー部 47 

12 準硬式野球部 48 

13 男子ラクロス部 49 

14 女子ラクロス部 50 

15 弓道部 51 

16 ゴルフ部 52 

17 卓球部 53 

18 硬式テニス部 54 

19 合奏研究会吹奏楽団 55 

20 バドミントン部 56 

※記載は順不同 
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2020 年度活動報告書（Ⅰ部サッカー部） 
 

①2020 年度結果 
・東海学生サッカーリーグ 2 部 

7 勝 2 敗（勝ち点 21）2 位 

②2020 年度目標 
 「東海学生サッカーリーグ 2 部優勝」 

→達成することができなかった 

③地域貢献活動 
知多奥田駅周辺、第 2 グラウンドの清掃を

行った 

毎年行っている少年サッカースクールはコロナウイルスの影響により実施することができ

なかった 

④2021 年度の目標 
「東海学生サッカーリーグ 2 部優勝、１部昇格」 
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2020 年度ラグビー部活動報告書 
🏈2020 年度東海学生ラグビーリーグ戦 結果 

＜2 部リーグ 1 位＞ 

2020 9 月 日本福祉大学 VS 静岡大学 ○50―7● 

2020 10

月 

日本福祉大学 VS 愛知教育大学 ○30―10● 

2020 11 月 日本福祉大学 VS 名古屋工業大学 ○89―0● 

2020 11 月 日本福祉大学 VS 名古屋大学 ○40―17● 

（コロナ感染症拡大のため、棄権校があり入れ替え戦はなし） 

🏈2020 年度掲げた目標の達成度 

 今年度はコロナウイルス感染症の影響により、リーグ戦は行えたものの、棄権校があり

その結果、入れ替え戦を行うことができなかったため、目標を達成することができなかっ

た。 

🏈地域貢献活動 

・大学内の放置自転車の注意喚起 

・武豊ラグビースクール体験教室ボランティア 

・武豊ラグビースクールとの合同練習（学生に

よる指導） 

🏈2021 年度の目標 

リーグ目標 「1 部リーグ昇格」 

チームスローガン 「感謝」 

◎今年度は、コロナウイルス感染症の影響により、思

うように練習や試合を行うことができなかった。その

ため、今年度は、ラグビーができる環境、そしてチー

ムを支えてくれている監督やコーチ陣、保護者や多く

の方々に「感謝」を伝えるべく、チーム一丸となり、

「1 部リーグ昇格」を目指します。 
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2020 年度活動報告書(硬式野球部) 
⚾愛知大学野球秋季リーグ戦 2 部Ｂリーグ試合結果 
             1 戦目     2 戦目  

 ○愛知大学      １０－８○   ３－４● 

 ○星城大学       ５－７●   ３－１〇 

 ○名古屋学院大学    ２－１〇   ７－３〇 

 ○名古屋産業大学   １２－１〇   ９－４〇 

 ○名古屋商業大学    １－４●   ８－０〇 

                ☆７勝３敗 ２部Ｂリーグ優勝☆ 

⚾秋季リーグ戦２部優勝決定戦 日本福祉大学 対 愛知東邦大学 
第 1 戦０－３●  第 2 戦４－１〇 第 3 戦３－６●  

⚾２０２０年度に掲げた目標 
 ・春季リーグ戦 1 部昇格  

 ・秋季昇格三連盟王座決定戦出場  

 ・1 部昇格がゴールではなく、1 部で勝チームとなる 

 新型コロナウイルスの影響もあり、制限された練習の中、1 部昇格を目標に練習に取り

組んできました。春季リーグ戦が中止となり、4 年生は 1 部で秋季リーグ戦を迎えるとい

う目標を実現させることができませんでした。しかし、そこで腐ることなく全員で 1 部へ

あがるという気持ちを常に持ち、秋季リーグ戦へ挑みました。 

⚾地域貢献活動 
 高齢者施設へ出向き、庭木の伐採や草抜きなどを行いました。新型コロナウイルス感染

拡大の状況を鑑み、利用者様と直接交流を深めることはできませんでしたが、終息後には

いろんな施設と交流を深め、応援して頂けるようなチームを目指していきます。 

 また例年と同じく、内海の砂浜で行うトレーニング後には全員でごみ拾いを行いまし

た。より良い街づくりへ貢献できるよう、精進していきたいと思います。 

⚾2021 年度の目標 
選手全員で決めた「変革」のチームスローガンをもとに、個人の意識を改革し、今まで

のチームのイメージを変えていくことを目標とします。 
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2020 年度活動報告書（男子ソフトボール部） 

 

①2020 年度結果 

中京テレビ杯秋季ソフトボールトーナメント（東海地区第１代表決定戦）３位 

１回戦日福 vs 中京大学３－７● 順位決定戦 日福 vs 静岡大学 7－0〇  

順位決定戦日福 vs 岐阜聖徳学園大学 9－0○ 

東海地区代表決定戦（東海地区第２代表決定戦）準優勝 
１回戦 日福 vs 中京学院大学９－０〇 代表決定戦 日福 vs 中京学院大学１－３● 

中京テレビ杯東海地区ソフトボールトーナメント（秋リーグの代替え大会）第３位 
１回戦 日福 vs 常葉大学９－０〇 準決勝 日福 vs 中京大学１－３● ３位決定戦 日

福 vs 岐阜聖徳学園大学５－１〇 

 

②2020 年度掲げた目標の達成度 

昨年度は、コロナ禍の中で試合数が少なく全国大会出場といった結果を残すことができな

かった。しかし、コロナ対策に気を付けながら自分達ができる環境の中限られた時間内で工

夫しながら日々の練習に取り組むことが出来たことはよかったと思う。 

今年度は昨年度以上の結果が残すことが出来るように日々の練習に取り組んでいけたらと

思う。 

 

③地域貢献活動：海岸清掃 

 

④2021 年度の目標東海リーグ優勝・インカレベスト４  
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2020 年度 女子ソフトボール部活動報告 

 

 

大会結果 

《第 75 回女子春季トーナメント戦(インカレ一次予選)》 ・第 4 位 

《全国大学選抜男女ソフトボール選手権大会代表決定戦》 ・準優勝 

《第 74 回女子秋季リーグ戦》 ・A グループ 4 位 

 

  
2020 年度掲げた目標の達成度 

2020 年度は「東海リーグ優勝」と

いう目標を掲げ、スローガンとし

て「GIANT KILLING」を掲げ

ました。目標を達成することはで

きませんでしたがスローガンで

ある「GIANT KILLING」は昨

年度の秋の結果以上の結果を出

2021 年度の目標 

2021 年度は昨年に引き続き 

「東海リーグ優勝」を掲げチーム一丸となって取り組んでいきます。 

スローガンとして 

「TOP」 

T… Thorough 徹底する 

O… One 一番・一位 

Ｐ… Persistence 継続する 

このようなスローガンを掲げ取り組んでいきます。

地域貢献活動 

自粛期間に利用した海岸清掃をグループ

に分かれて行いました。 
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<2020 年度 結果> 

・2020 年度第 91 回東海学生バスケットボール秋季大会 2 部リーグ 1 位 優勝  

 

最優秀選手賞 2 年 遠藤真帆 

優秀選手賞 3 年 境 奏穂 

得点王 3 年 飯島 桜 

 

<2020 年度に掲げた目標の達成> 

 第 91 回東海学生バスケットボール秋季大会では、2 部優勝という目標を掲げ

ました。結果は全勝優勝で、目標を達成しました。 

<地域貢献活動> 

コロナの影響のためなし。 

<2021 年度の目標> 

 東海学生バスケットボールリーグ戦で 2 部優勝、 

1 部昇格を目標に日々練習に取り組んでいます。昨シーズンから引き続き、「凡

事徹底」というスローガンを掲げ、当たり前のことを徹底的に行えるチームに。 

そして、感謝の気持ちが持てる、表現できるチームになれるよう目標に向かって

日々練習に取り組んでいきます。 
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2020 年度 活動報告書（男子バスケットボール部） 
 

 

 

  

🏀2020 年度の大会結果🏀 

《2020 年度東海学生バスケットボール秋季大会》 

10/11 vs 愛知大学 81-58〇 

10/17 vs 名城大学 88-48〇 

10/24 vs 愛知工業大学 80-54〇 

10/31 vs 中部学院大学 69-79● 

11/8 vs 浜松学院大学 64-82● 

「2 部リーグ 3 位」 

🏀2020 年度掲げた目標の達成度🏀 

2020 年度は「1 部リーグ昇格」を目標に掲げた。 

今年度のリーグ戦は新型コロナウイルスの影響によ

り、1 順のみで入れ替え戦は行われず、2 部リーグ 3

位という結果に終わり、目標を達成することができな

かった。来年度は目標を達成できるよう、学生コーチ

を中心にチーム一丸となって練習に励んでいきたい。 

🏀地域貢献活動🏀 

・合同練習試合 

 今年度は厳しい状況でしたが、感染予防対策を行っ

た上で、高校生と合同練習試合を行いました。 

・ゴミ拾い 

 砂浜でのトレーニング後、 

周辺のゴミ拾いを行いました。 

🏀2021 年度の目標🏀 

「1 部リーグ昇格」 

応援よろしくお願いします！！ 
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２０２０年度活動報告書（アメリカンフットボール部） 

 

① ２０２０年度結果 

コロナ渦により例年通りのリーグ戦は行われなかったが特別なトーナメントで試合行

いました。 

【秋季公式戦】 

●日本福祉大学ＶＳ三重大学（２５―１３）勝利 

●日本福祉大学ＶＳ南山大学（６―２３） 敗北 

 

② ２０２０年度に掲げた目標の達成度 

③ 「一部昇格」という目標を掲げて日々の練習に励んでいましたが、コロナの影響で例

年通りの昇格や降格のある試合が開催されず一部昇格という目標には届きませんでし

た。しかし昨年度の入れ替え戦で敗れた三重大学に勝利することができました。 

 

④ 地域貢献活動 

新年 初の練習は学校から野間大坊までゴミ拾いをしながら歩いて必勝祈願のお参り

へ行きました。 

 

 

 

⑤ ２０２１年度の目標 

昨年に引き続き「一部昇格」です。 

終的な目標に一部昇格を掲げているため２０２１年度も同じ志を持つためにこの目

標を設定しました。 

応援よろしくお願いいたします。 
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2020 年度活動報告書（陸上競技部） 

☆2020 年度結果☆ 

井内 月野 第 80 回愛知県選手権大会 女子 400m６位 

   第 47 回東海学生陸上競技秋季大会 女子 400m4 位、800m１位 

高橋 峻也 第 74 回鳥取県陸上競技選手権大会 男子やり投 3 位 

   第 31 回日本パラ陸上競技選手権大会 男子やり投 2 位 P B 

加藤 皓大 第 47 回東海学生陸上競技秋季大会 男子 400m3 位 

坂田 翔悟 第 17 回日本デフ陸上競技選手権大会 男子 100m３位 

横山 竜也 第 47 回東海学生陸上競技秋季大会 男子 1500m７位 

石垣 喜人 第 31 回日本パラ陸上競技選手権大会 男子 100m２位 P B 

丸山 雄太 2020 東海混成競技大会愛知県大会 第 5 位 

鮎川 翔  第 47 回東海学生陸上競技秋季大会 男子 1500m８位 

→今年度はパラ・デフ組も多くの方が活躍しました！ 

☆2020 年度掲げた目標の達成度☆ 

１人でも多くの選手が西日本インカレ・全日本インカレに出場する。 

日頃の練習を怠ることなくシーズン記録・自己新記録更新！ 

〈達成度〉 

コロナウイルス拡大の影響で大会日数が少なく、今年度の西日本インカレや全日本インカレ出場

は達成できず・・・ 

しかし！！2021 年度既に西日本インカレに出場が決定している選手が・・・ 

大会日数が少なかったにも関わらず、自己新記録を更新者有！！ 

↪大会数が少なかったため、2021 年度の皆さんの活躍に期待です✊✊ 

 

☆地域貢献活動☆ 

・高校陸上競技大会審判員 

☆2021 年度の目標☆ 

自己新記録更新だけではなく、1 つでも大きな大会へ！ 

2020 年度に蓄えた力を存分に発揮させて、他大学だけではなく、過去の自分に挑んでいきます！ 

 

  

コロナ感染拡大防止の関係で、毎年行われていた 

「みはまランニングスクール」は中止でした…😢 
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2020 年度部活動報告書（水泳部） 
 
2020 年度成績 

・競泳 

出場した大会名 

2020 年度中部学生特別記録会 

第 9 回中部学生秋季水泳記録会 

第 42 回梅村杯冬季水泳競技大会 

第 41 回中部学生春季水泳競技大会 

・パラ競泳 

2020 春季記録会 

第 37 回日本パラ水泳選手権大会 

50ｍ自由形 2 位 安田帆孝 ／ 1 位 岸野桜 

100ｍ自由形 1 位 安田帆孝 ／ 1 位 岸野桜 

・トライアスロン 

2020 東海ブロックトライアスロン選手権 4 位 田中美沙樹 

第 10 回日本 U23 トライアスロン選手権 6 位 田中美沙樹 

2020 日本学生トライアスロン選手権渡良瀬大会 138 位 渡辺輝 ／ 3 位 田中美沙樹 

第 26 回日本トライアスロン選手権 20 位 田中美沙樹 

2020 年度の目標達成度 

チームの目標である中部学生選手権水泳競技大会決勝 8 種目以上出場・ベスト率 100％達

成を目指し、一人一人が日々精進した一年であった。中部学生選手権水泳競技大会は新型コロ

ナウイルスの関係でなくなった。しかし、第 9 回中部学生秋季水泳記録会では、チームのベスト率

６２．５％、チームの 6 割がベストを出すことができた。パラ競泳・トライアスロンでは、全国で活

躍した。 

 
2021 年度の目標 

水泳部では、2021 年度の目標として、「 」を掲げ

た。何度失敗して挫折感を味わっても、くじけずに立ち上がりポジティブ（積極的）に練習に取り組

む。中部学生選手権水泳競技大会の目標は、ベスト率 100％。 

地域貢献活動 

ふくのわプロジェクト 

衣類を寄付することによって、パラスポーツを応援するボランティア活動。 

強化指定部、事務職員、先生方の協力のもと 

170 ㎏ほど衣類を集め、寄付をした。  
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2020 年度活動報告書（アーチェリー部） 
 

１．2020 年度結果 

第 59 回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 ８位 

第 55 回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 ９位 

第 59 回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 17 位 佐々木蓮真 

                       33 位 西野凌 

第 30 回全日本室内アーチェリー選手権大会   33 位 佐々木蓮真 

 

2. 2020 年度掲げた目標の達成度 

  今年度は男子が大学初の王座入賞することができ、女子も昨年は決勝トーナメントに

進出することが出来なかったが、9 位という成績を収めることができ、男女決勝トーナ

メント進出という目標は達成することができました。今年度は全日本アーチェリー選手

権大会に出場することが出来なかったため、来年度は男女共に出場できるようにしてい

きたいと思います。 

 

3．地域貢献活動 

  今年度は新型コロナウイルスの影響で活動することが出来ませんでした。 

 

4．2021 年度の目標 

  男女共に全日本学生アーチェリー王座決定戦で入賞、全日本学生アー

チェリー選手権大会で入賞、全日本アーチェリー選手権大会に出場を目

標に練習に励んでいきたいと考えています。また、今年度は新型コロナ

ウイルスの影響で部活の活動が出来なかったため、チーム一丸となって

練習に取り組みたいと考えています。 
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2020 年度 活動報告書 （準硬式野球部） 

⚾２０２０年度の⼤会結果⚾ 
<東海地区交流優勝⼤会> 

決勝戦 vs 名城⼤学に 8-7 で勝利 東海地区交流優勝⼤会優勝 

<秋季リーグ戦> 
２勝３敗で２部リーグ４位 

 <秋季東海地区チャレンジ選⼿権⼤会>（３チーム出場） 
A チーム 愛知⼤学に 2-7 で敗北し１回戦敗退 

B チーム ⼀回戦、南⼭⼤学に５-３で勝利し２回戦出場 
⼆回戦、中京⼤学 B に１４-０で敗北し２回戦敗退 

C チーム ⼀回戦、名古屋市⽴⼤学に８-６で勝利し⼆回戦出場 
⼆回戦、中京⼤学 A に１１-０で敗北し⼆回戦敗退 

⚾２０２０年度に掲げた⽬標の達成度⚾ 
２０２０年度の⽬標として、１部リーグ昇格と全国⼤会出場を掲げていましたが、新型コ
ロナウイルスの感染拡⼤により、思うような活動が⾏えず⼤会も中⽌や延期になりまし
た。活動が制限されている中でしたが例年の「東海地区準硬式野球選⼿権⼤会」の代わり
に「東海地区交流優勝⼤会」が開催され、１部リーグのチームに勝利し優勝することがで
きました。本来であれば全国⼤会への出場という結果になりますが、今年はコロナウイル
スの影響で本⼤会で終了でした。しかし、念願の優勝を果たすことができました。 

 
⚾地域貢献活動⚾ 

新型コロナウイルスの影響で、部活動⾃体も制限されボランティア活動や学校で⾏われ
るクリーンキャンパス等も無く、今年度は貢献活動はできませんでした。２０２１年度は、
コロナウイルスの感染状況にもよりますが、部内で話し合い積極的に活動に参加してい
きたいと思います。 

⚾2021 年度の⽬標⚾ 

「１部リーグ昇格・全国⼤会出場」 

チーム⼀丸となってより多くの試合に 
勝利できるよう頑張ります。 

応援よろしくお願いします！ 



 

49 
 

2020 年度活動報告書 男子ラクロス部 
🥍東海学生ラクロス 2020 特別大会 結果 
 

vs 愛知教育大学 1‐12 ●  vs 愛知学院大学 3‐5 ● 

 

 

🥍2020 年度の目標 
 

「ラクロスという競技をチーム全体で楽しむ」 

 

今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって試合はおろかチーム練習すらもで

きない日々が続いていました。その中で何かチーム全体の数値目標よりもラクロスができ

る、自分のしたいプレーができる楽しさを追求することが大切なのではないかと思いこの

目標をたてたのでその点では達成できたと思います。しかし競技をする上での勝つ楽しさ

というものは感じることができなかった悔しさはあるので次年度は勝つことの楽しさを感

じられるためにも練習に励んでいきたいです。 

 

 

🥍社会貢献活動 
 

例年であれば献血やクリーンキャンパスキャンペーンなどの社会貢献活動に参加してきま

したが、今年はコロナウイルス感染拡大の影響で例年のような活動は参加することができ

ませんでした。 

 

 

🥍2021 年度の目標 
 

「入れ替え戦出場」です。 

 

出場目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。 
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2020 年度活動報告書（女子ラクロス部） 

 

《活動内容》 

１．2020 年度の結果 

 新人戦出場 

 特別大会出場（２戦 2 敗） 

1 戦目 vs 名城大学・中部大学（５-６●/サドンビクトリー） 

２戦目 vs 椙山女学園大学（７-８●/サドンビクトリー） 

  

２．2020 年度掲げた目標達成度 

  2020 年度のリーグ目標は「二部突破」、チーム目標はチーム一丸となって戦うという

意味をこめて「One」を掲げていました。しかし、新型コロナウイルスの影響により、

例年通りのリーグの開催が不可能になり、各大学 2 試合の特別大会（昇降格の無い大

会）の開催が決定し、リーグ目標を目の前の 1 戦の勝ちにこだわるために「まずは 1

勝」に変更をしました。結果としては、2 戦 2 敗と目標を達成することはできませんで

した。 

３．地域貢献 

 クリーンキャンパスキャンペーンに参加 

 美浜タウンマラソンに選手として参加 

４．2021 年度の目標 

  今期も新型コロナウイルスの影響で大会・リーグの開催の決定しておりませんが、部

員一人一人が戦力となるように、フィジカルの向上のためにトレーニングを行い、基礎

練習からはじめ、組織での動き方を考え、技術向上のために日々練習をおこなっていま

す。また、部の活性化のため新歓活動では SNS を活用するなどして力をいれ、1 年生を

20 人獲得することを目指しています。 

  



 

51 
 

２０２０年度活動報告書弓道部 

 

２０２０年度大会結果 
学生弓道秋季リーグ戦（代替戦） 

男子 1 勝 1 敗 

女子０勝 2 敗 

代替大会のためリーグ昇格降格はなし 

 

２０２０年度に掲げた目標の達成度 
今年はコロナの影響もありリーグ昇格はできませんでした。さらに、コロナウイルスの影響

で様々な大会が中止になり目標達成には至らなかった。 

 

地域貢献活動 
弓道部で利用させてもらっている武豊弓道場の大掃除に参加しました。 

 

２０２１年度の目標 
今年に入部した新入生も少なく部員も少ない状況が続いています。さらに、リーグ昇格とい

う目標も新型コロナウイルスの影響もあり今年度は達成できませんでした。来年度の目標

として、男女のリーグ戦昇格という目標を第一にして日々奮闘していきたい。 
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2020 年度活動報告書（ゴルフ部） 

 2020 年度の結果報告 

選手：芦田 諒太 

大会名：2020GDO シングルストーナメント中部エリア予選会 

スコア：３７・３５ ７２ 順位：1 位 

大会名：2020GDO シングルストーナメント中部エリア決勝大会 

スコア：４０・４１ ８１ 順位：7 位 

大会名：中部学生ゴルフ連盟 令和 2 年 11 月特別定例会 

スコア：４２・３９ ８１ 順位：43 位 

 

2021 年 3 月 15 日に 2020GDO シングルストーナメントの全国大会が行われます。応援

よろしくお願いします。 

 

選手：水浪 志保 

大会名：中部学生ゴルフ選手権競技新人戦 順位：12 位 

大会名：10 月定例会 順位：8 位 

大会名：会長杯 順位：21 位 

 

目標達成度ではゴルフ部は個人競技ということもあり、部の目標がはっきりしていない

が個人としては今回一人全国大会に行くことができたので達成したと言えると考えます。 

 

地域貢献活動は本来ならばスナッグゴルフを地域の小学生などと一緒に体験をし、地域

貢献につなげるのですが、コロナの影響もあり今年はできなかった。 

 

2021 年の目標として、2020 年度に全国大会に行った選手は卒業してしまいます。しか

し大会結果は良いものではないかもしれないが、先輩方が卒業しても恥じないような部活

動にするため、個人個人で自分に合った目標を立てつつ全体では中部エリア出場という目

標で 2021 年度はいきたいです。 

 

2021 年度は 2020 年度と違ってコロナの終息を祈りつつ、先輩方が今まで築き上げてき

た部活動に恥じないような部活にしていきたいです。 

さらに昨年は地域貢献活動ができなかったけど今年は後期からできる予定なので地域に

も貢献していき、新しい新入部員とも連携をしつつ運営していきたいと考えています。 

今後とも応援よろしくお願いします。_(._.)_ 
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【2020 年度⼤会結果報告】 

・2020 年度東海学⽣卓球秋季リーグ戦 男⼦：第⼆部優勝 ⼥⼦：第⼆部４位 

 敢闘賞 １年 市川歩夢 

・第 52 回東海学⽣卓球各部別⼤会 第三位 １年 市川歩夢  

【⽬標の達成度】 

・⽬標は⼀部昇格で、男⼦は秋季リーグ戦において、第⼆部で優勝（第⼀位）し

ましたが、新型コロナウイルスの影響で第⼀部との⼊替戦が無かったため達成 

できませんでした。 

【地域貢献活動】 

・コロナウイルスの影響で無し。 

【2021 年⽬標】  

・Ⅰ部昇格 全⽇学出場 

・2020 年度はコロナウイルスの影響で、各⼤会⾃体が少なく、⽇頃の練習も⾃

分たちの思うように取り組めませんでした。2021 年度は、気持ちを新たに切り

替え、⽬標を達成できるように部活動にチーム⼀丸となり全⼒で取り組んでい

きます。応援よろしくお願いします。  

2020 年度活動報告書（卓球部） 
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2020 年度活動報告書（Ⅰ部硬式テニス部） 

 

①2020 年度結果 

・東海一年生チャレンジ大会 

 男子ダブルスベスト４ 健康科学部１年 南部佑輔（他校と組みました） 

・東海学生春季テニストーナメント大会  

 女子シングルス ベスト４ インカレ出場 スポーツ科学部３年 中川杏 

・全日本学生テニス選手権大会 

 女子シングルス 初戦敗退 スポーツ科学部３年 中川杏 

②2020 年度掲げた目標の達成度 

 2020 年度に掲げた目標は、男女ともに東海学生テニスリーグ１部昇格だったのですが新

型コロナウィルスの影響により、リーグ戦がなくなってしまった結果達成することはでき

ませんでした。 

③地域貢献活動は特に行っておりません。 

④男女ともに東海学生テニスリーグ１部昇格 
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2020 年度活動報告書（合奏研究会吹奏楽団） 

 

♪2020 年度結果報告 

新型コロナウイルスにより全大会中止 

 

♪2020 年度掲げた目標の達成度 

 2020 年度の目標は「聴いてくださる方へ今までよりもいい音楽をお届けする」というこ

とでしたが新型コロナウイルスにより大会はもちろん、依頼演奏もなくなり音楽を届け

る機会がありませんでした。しかし、新型コロナウイルスが収束しまた演奏できる機会

が来た時にいい音楽をお届けできるようにパート練習や基礎合奏に力を入れました。 

 

 

 

♪地域貢献活動 

新型コロナウイルスによりできませんでした。 

 

♪2021 年度の目標 

【大会の目標】県大会金賞 

まだまだ油断できない状況が続きますが感染拡大防止のために必要な三密を避けるとい

った行動を心がけながら活動し、無理のない範囲（感染することで重症化するリスクが

あると懸念される高齢者福祉施設の依頼演奏は断る等）で多くの人に音楽を届けられる

ように今できることを精一杯したいと思います。また、仲間との絆を大切にしながら横

のつながりを持った音楽作りをしたいと思います。 
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2020 年度活動報告書（1 部バドミントン部） 

 

2020 年度結果報告 

【10 月 16 日～10 月 19 日 第 65 回愛知学生新人選手権大会】 

〈男子ダブルス〉 

準優勝 濱野 翠斗・齋藤 樹 ペア（スポーツ科学部一年・教育・心理学部一年） 

4 位    山下 瑛士・藤岡 広隆 ペア(スポーツ科学部 3 年・経済学部 2 年) 

 

〈男子シングルス〉 

4 位    戸田英寿(経済学部 1 年)  

 

〈女子ダブルス〉 

優勝  武本 結衣・渡瀨 美月 ペア(スポーツ科学部 1 年) 

 

地域貢献活動 

・日本福祉大学１部バドミントン部 児玉監督による 

母校 熊本信愛女学院高等学校にて、パラスポーツ体験会の実施 

・部員・コーチ・パラバドミントンチーム・顧問 総勢４０人による 

 緊急部内選手権 開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他活動 

・愛知工業大学名電高校バトミントン部との合同練習会の実施 

 

２０２０年度目標達成度と２０２１年度の目標 

２０２０年度の目標は男女ともに、東海３位以内入賞が目標でありましたが、 

昨今の状況により大会が開催できなかったため、目標は未達成。 

２０２１年度も、男女ともに東海３位以内入賞を目指し、 

日々研鑽を重ね、精進してまいります。  
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5） UNIVAS 指導者研修会 

 

①2021 年度からの特別強化指定部・強化支援部のスタッフに研修会を行った。 

  ②参加者は、2021 年度からの特別強化指定部の部長、監督、コーチを対象（47 名）と

し、内、35 名が対面と ZOOM にて参加した。 

   （欠席者は、動画視聴後、レポート提出） 

  ③内容は以下のとおりで、UNIVAS が作成した動画を視聴後、グループディスカッシ

ョン、報告という形で進められた。 

  ④研修会開催前、後でアンケートを実施し、スポーツ科学センター内で分析・評価を行

った。 

 

時間 場所 項目 

09:00-09:10 全体 挨拶及び開催趣旨説明 

09:10-09:20 

09:20-09:35 

09:35-09:45 

全体 

全体＆ZOOM 個別 

全体 

①安全管理・安全教育「指導者の責任」 

②自己紹介、グループディスカッション 

③報告 

09:50-10:00 

10:00-10:10 

10:10-10:20 

全体 

全体＆ZOOM 個別 

全体 

①安全管理・安全教育「安全安心ガイドライン」 

②グループディスカッション 

③報告 

10:25-10:35 

10:35-10:45 

10:45-10:55 

全体 

全体＆ZOOM 個別 

全体 

①安全管理・安全教育「安全教育」 

②グループディスカッション 

③報告 

11:00-11:10 

11:10-11:20 

11:20-11:30 

全体 

全体＆ZOOM 個別 

全体 

①デュアルキャリア支援「学業支援」 

②グループディスカッション 

③報告 

11:35-11:45 

11:45-11:55 

11:55-12:05 

全体 

全体＆ZOOM 個別 

全体 

①デュアルキャリア支援「キャリア支援」 

②グループディスカッション 

③報告 

12:10-12:20  全体 デュアルキャリア支援「フェアプレー教育」 

12:20-12:30 全体 講評及び挨拶 

  



 

58 
 

4. みはまスポーツクラブの活動支援 

 

本年度は、コロナ禍の影響を受けて１期（４〜７月）、２期（９〜12 月）の教室及び

大学生と交流するイベントが、全て中止という残念な活動報告となってしまいました。

しかしながら、町民の皆さんからの熱心な「教室を開催してほしい」という思いに応え、

３期（１〜３月）は万全の感染症対策を講じた上で、幼児対象の「キッズウエルネス講

座」を美浜町総合体育館で実施することができました。また、このような状況の中でも、

本クラブの基本理念を改めて振り返り、ミッションやビジョン、具体的なゴールを数値

化して再設定するとともに、そのゴールを目指してどのような取り組みを優先的に推進

すべきか、クラブの関係者が話し合う機会を設け、法人化後の事業計画を練り直す作業

を進めました。 

 

《クラブの基本理念》 

集う人々が共にスポーツ・文化を楽しみ、幸せを感じられる町 みはまを創る 

 

《クラブのミッション》 

みはまスポーツクラブは、上記の基本理念のもとに「毎日できる運動やスポーツ」を

中心に、町民の方々の目的や世代、年齢などニーズに合わせたサークル活動や教室開催

を積極的に展開し、“みはまらしさ”を大切にした事業を推進し、ビジョンの実現をめ

ざします。 

 

《クラブのビジョン》 

① 人と人とがつながりを持ち、支えあうまちづくりを目指します。 

② 子どもからシニアまで、健康で生きがいのある生活の場を提供します。 

③  スポーツツーリズムを活用した健康の活性化を目指します。 

④  トップアスリートを育成できる環境を実現します。 

 

《ビジョン達成に向けた具体的なゴール（中期目標）》 

コロナ禍で減少してしまった会員を、５年後には 540 名（全町民の 2.5％）まで増や

すことを具体的な数値目標とします。 

 そのために、町民のニーズに応える新たなサークル活動や教室（４種目）を企画し、

約 100 名の会員を増やします。また、高齢者対象の「介護予防教室」を行政と協働で実

施することによって、町内６地区で計 120 名の参加者（１地区あたり 20 名）を増やし

ます。さらに、日本福祉大学の学生がこれまで開催してきた子ども対象の教室（ジュニ

アランニングスクール・子どもゴルフ教室）の参加者拡大と新しい競技の教室開催を企

画し、幼児から小学校高学年までの参加者を 100 名増やすことをめざします。 
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 ４年後には、「美浜町運動公園」が一部供与開始される予定です。新しい運動公園に

おいても「学生と町民が交流できるサークル」を創設し、サークル活動の活性化と会員

のさらなる拡大を図ります。 

 このような中期目標を達成するために、本センターでは、引き続きみはまスポーツク

ラブと協働しながら、地域に貢献する各種事業や交流会を企画し、人と人とのつながり

を大切に、ともに支えあえるまちづくりに参画します。  

（文責 植田真帆） 
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