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Ⅰ．組織概要  

2016 年度に大学スポーツ振興関西地区検討会が有志教員により発足され、大学横断的、競技横

断的な取り組みを推進するために 2018 年 4 月 10 日に一般社団法人大学スポーツコンソーシアム

KANSAI（以下、KCAA）が設立された。KCAA は以下に示す５つの事業テーマに基づき運営を行

っている。 

 

１．大学スポーツにかかわる多様なステークホルダー間の情報共有・連携・協力を促進するプラ

ットフォームの形成 

２．社会を牽引し、未来を託せる「人財」の育成 

３．大学スポーツの振興と発展に資するスポーツガバナンスの構築 

４．大学スポーツの社会的・事業的価値の向上 

５．応援促進プログラムの運営 

 

2021 年 3 月 31 日時点で、正会員 23 大学、賛助会員 23 社、パートナー会員 7 団体となってい

る。前年比では大学とパートナー会員について増減はなかったが、賛助会員は、新型コロナ感染

症拡大の影響による経済状況悪化事由による退会・入会の取り下げがあった（退会 5 社、入会取

り下げ 1 社）。また、2021 年 4 月より新たに神戸大学の加入が 2 月の理事会にて正式に決定され

た。 

加盟団体については、表 1 に示す。 

表 1．KCAA 加盟団体一覧 ※2021 年 3 月 31 日時点 

正会員（23） 追手門学院大学 

大阪学院大学 

大阪経済大学 

大阪工業大学 

大阪産業大学 

大阪体育大学 

大阪電気通信大学 

関西大学 

関西学院大学 

近畿大学 

甲南大学 

神戸学院大学 

四国大学 

四天王寺大学 

摂南大学 

園田学園女子大学 

天理大学 

同志社大学 

阪南大学 

びわこ成蹊スポーツ大学 

武庫川女子大学 

立命館大学 

龍谷大学 

賛助会員（23） 

 

 

アシックスジャパン株式会社 

一般社団法人 S.E.A（日本営業大学） 

MG スポーツ株式会社 

大阪ガス株式会社 

株式会社学生情報センター 

関西電力株式会社 

京屋釦株式会社 

株式会社クレディセゾン 

株式会社神戸製鋼所 

株式会社サカイ引越センター 

株式会社 JTB 京都支店 

株式会社 STEAM Sports Laboratory 

株式会社スポーツフィールド 

セノー株式会社 

株式会社電通 関西支社 

東亜道路工業株式会社 関西支社 

株式会社ニチレク 

一般社団法人日本アスリートフード協会 

日本製鉄株式会社 

株式会社報知新聞社 大阪本社 

株式会社マイナビ 

まるごと大学スポーツメディア 4years.（運

営：朝日新聞社） 

株式会社三菱 UFJ 銀行 
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パートナー会員（7） 大阪商工会議所 

大阪弁護士会 

関西学生放送連盟 

公益社団法人関西経済連合会 

京都大学体育会 

公益財団法人ワールドマスターズゲーム

ズ 2021 関西組織委員会 

 

正会員大学に関しては、SA 会議および企画委員会のもとに設置されたワーキンググループに参

加を促し、議論へ加わっていただいている。 

 

Ⅱ．運営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCAA 組織図 

 

KCAA の 2020 年度理事・監事の体制を以下に示す。 

会長（代表理事）伊坂忠夫（立命館大学 副学長・教授） 

副会長      藤本淳也（大阪体育大学 学長補佐・教授） 

理事      東 潤一（大阪商工会議所 経済産業部 課長） 

理事      上田滋夢（追手門学院大学 教授）*価値向上 WG 座長 

理事      川方裕則（立命館大学 学生部長・教授）*KCAA 事務局長 

理事      小林義彦（（公社）関西経済連合会 地域連携部担当部長） 

理事      齋藤好史（大阪産業大学 教授） 

理事      佐川和則（近畿大学 教授） 

理事      高田義弘（神戸大学大学院 准教授） 

理事      冨田英司（弁護士） 

理事      灘 英世（関西大学 准教授）*ガバナンス WG 座長 

理事      花内 誠（（一社）アリーナスポーツ協議会 理事） 

理事      藤林真美（摂南大学 教授）*プラットフォーム形成 WG 座長 

理事      堀口直親（関西学院大学 学生活動支援機構スポーツ振興・統括課長） 

理事      松永敬子（龍谷大学 教授）*人財育成 WG 座長 

理事      柳田昌彦（同志社大学 教授） 
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監事      岡本大典（弁護士） 

監事      神崎素樹（京都大学 教授） 

監事      橋詰 謙（大阪大学大学院 准教授） 

 

 

Ⅲ．2020 年度に実施した事業一覧 

KCAA 事業一覧 

日付 事業内容 

通年 SA（スポーツ・アドミニストレーション）会議（2020 年度は 10 回開催） 

2020.07.28 「CONNECT 〜学連の将来像と現状の課題について共に考える」 

プラットフォーム形成 WG 主催オンラインセミナー 

2020.11.25 「CONNECT ～OBOG と学⽣をつなぐ・⼤学スポーツ経験は社会で強みになるの

か」プラットフォーム形成 WG 主催オンラインセミナー 

2021.01.26 KCAA SA 会議×人財育成 WG 連携企画 

2021.02.27 １．KCAA 大学スポーツ奨励賞表彰式 

２．KCAA 公開シンポジウム「大学が創るスポーツの未来」 

３．KCAA オープンフォーラム「大学スポーツにおける SA の役割と期待」 

2021.03.21 「体育会学生管轄部局のガバナンス構築に向けた研修会」 

ガバナンス構築 WG 主催研修会 

2021.03.30 【協力】日本スポーツマネジメント学会（JASM）主催 スチューデントセミナー 

「若手スポーツビジネスパーソンと話そう」 

 

KCAA 学生部会事業 

日付 事業内容 

2020.6.18 オンラインイベント「部活 SNS 会議」の開催 

2020.10.25 オンラインイベント「⼤学スポーツアイデアソン第 1 回」の開催 

2020.12.6 オンラインイベント「⼤学スポーツアイデアソン第 2 回」の開催 

 

Ⅳ．実施した事業の紹介 

１．プラットフォーム形成 WG 

1-1 オンラインセミナー第 1 弾 

「CONNECT 〜学連の将来像と現状の課題について共に考える」 

＜実施日＞ 2020 年 7 月 28 日（火）19：00～20：00 

＜方 法＞ Youtube ライブ配信 

（アーカイブ https://www.youtube.com/watch?v=Jlx2Zyt8vac&t=3767s） 

＜概 要＞ 日本における大学スポーツは、競技種目ごとに独立した学生競技連盟（学連）によっ

て運営される、いわゆる縦割り構造から成っている。安全安心はもとより、近年では文武両道や

社会貢献、コンプライアンスの遵守など大学スポーツの抱える課題は多く、これらの解決のため

には分野をまたいだ知見や協力体制の構築が望まれる。本企画では関⻄地区における学連関係者

や⼤学スポーツ市場の発展を⽬指す企業⼈、そして現役学生を招き、現在学連が持つ課題やその
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対応策の紹介、新しい時代の学連について討論した。 

ファシリテーター ：早⼄⼥ 誉 KCAA プラットフォーム形成 WG メンバー、阪南⼤学 准教授 

 

パネラー（敬称略）：●加藤琢也（株）⼤学スポーツチャンネル 代表取締役 

（五十音順）       ●山田恒治 一般社団法人関西学生アメリカンフットボール連盟・  

           専務理事 

           1982 年 関西学院大学法学部卒業 

           野村不動産株式会社に勤務しながら 関西学生アメリカンフットボール

 連盟 審判・理事・運営をボランティアで 2010 年 4 月末まで行い、2010

 年 5 月 1 日から現職。 

                   ●山本章雄 関⻄⼤学バレーボール連盟 会⻑ 

           1976 年 東京教育大学（現：筑波大学）卒業 

大阪女子大学教授、大阪府立大学副学長を歴任し、現在は大阪府立大学名

誉教授、神戸教育短期大学教授。専門種目はバレーボールで、ビルマ（現

：ミャンマー） ナショナルチーム監督、全日本女子チームトレーニング

コーチ、日本オリンピック委員会強化スタッフ、日本バレーボール協会 

理事を勤める。 

著書等 「コーチングマニュアル（スポーツ技術の指導）」大修館書店 

1991 年。 

 

1-2 オンラインセミナー第 2 弾 

「CONNECT 〜 OBOG と学⽣をつなぐ」 

＜実施日＞ 2020 年 11 月 25 日（水）14：00～15：30 

＜方 法＞ Zoom 

＜概 要＞ 「体育会出身者が社会に出て活躍している人が多い。何故なのか？」 

「大学スポーツの経験が社会に出た時に強みになるのか？」 

セミナーでは 1,800 名の OB を束ねる関西学院大学アメフト部 OB 会幹事長の徳永真介氏と、京都

大学陸上部出身で現在はスポーツメーカーでシューズなどの開発に携わる岡本英也氏を招き、大

学スポーツの経験談も含んだ興味深い話をうかがった。さらに現役学生と社会人が、「大学スポー

ツ経験は社会で強みになるのか？」「学生時代、どういった経験を積めば社会に出た時に強みにな

るのか？」など、ざっくばらんに語り合う機会を設けたのち、小グループに分かれ「大学スポー

ツ経験が社会に生かされていること・生かしていけそうなこと」をテーマにディスカッションを

行った。 

ファシリテーター ：藤林真美 KCAA プラットフォーム形成 WG 座長、摂南⼤学 教授 

パネラー（敬称略）：●岡本英也 ミズノ株式会社 グローバル研究開発部 

（五十音順）       京都大学陸上競技部 OB 

 ●徳永真介 株式会社ジー・クレスト代表取締役 

          関西学院大学アメリカンフットボール部 OB 会幹事長 
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２．人財育成 WG 

2-1 学生アスリートのキャリア支援について 

 学生アスリートの就職活動等に関しては、試合日程等の都合により企業説明会への参加や、イ

ンターンシップの参加が困難な場合がある。また学生アスリートが就職しても競技を続けてい

るのはほんの一部に過ぎず、概ね、大学 4 年生で競技を引退し、一般学生と同様に就職の道を選

ぶことになる。そこで、学生アスリートが不安なく卒業後の進路を選択できるよう、セカンドキ

ャリア、デュアルキャリアを考える機会や、プログラムの提供の検討、また、関西経済連合会に

所属する企業の方々の協力のもと、学生アスリートへの新たなキャリア支援について、検討する

こととなった。 
自ら考え、成長する学生アスリートを育成するために、KCAA 正会員の各大学はさまざまな取り

組みを実施している。自ら思考する力量に加えて、①タイムマネジメント②目標設定③タフネス

④コミュニケーションなど、組織（体育会）の中で涵養される力量は、社会の中で求められる内

容との共通項も多く、就職率が一般学生よりも高い実績がある。他方で、学業と競技の両立によ

り、就職活動にかけられる時間が限定的であることも特徴として挙げられ、満足度の高い進路・

就職決定となっていない場合も見受けられる。 
以上を踏まえると、社会人基礎力などを持ち備えているにもかかわらず、企業やリクルート担当

者との接点が少なく、入職後のミスマッチが生じるリスクが高いことが懸念される。まずは、各

KCAA 正会員大学において学生アスリートのキャリアに関する意識や行動変容を促すキャリア

支援が重要となる。その上で、限られた時間の中で、学生アスリートに業界や企業との接点を創

出することは、学生・企業両者にとって有益な取り組みとなることが期待される。 
 残念ながら 2020 年度は新型コロナ感染症拡大の影響により、関西経済連合会の担当の皆様と

の具体的な連携・協力事業が進んでいない状況にあるが、今後も引き続き検討をしていきたい。 
 
2-2 KCAA SA 会議＋人財育成 WG 連携企画 

＜実施日＞ 2021 年 1 月 26 日（火）14：00～14：45（SA 会議第 1 部） 

＜方 法＞ Zoom 

＜対 象＞ 定例の SA 会議参加者＋UNIVAS 加盟大学（KCAA 非加盟大学） 

＜概 要＞ 定例で行っている KCAA の SA 会議に、大学スポーツ協会（UNIVAS）の池田専務理

事を迎えて UNIVAS に関する事業や人財育成に関する取り組みを中心に説明をして頂いた。ま

た、UNIVAS 加盟大学（KCAA 非加盟大学）からも希望者にご参加をいただき、KCAA の人財

育成に関する内容を中心に取組について紹介をした。今後、UNIVAS とも連携を取りながら、

人財育成「デュアルキャリアプログラム」などの情報提供に関して事業を進めていく。 

①進行：KCAA 人財育成 WG 座長 松永敬子（龍谷大学・教授）より第 1 部の主旨・流れ

等の説明 

②KCAA・藤本副会長より KCAA の概要説明（人財育成含む） 

③UNIVAS・池田専務理事より人財育成に関する「デュアルキャリアプログラム」事業中心

の概要説明 

④質疑応答・意見交換 

⑤まとめ(松永) 

 

2-3 学会スチューデントセミナーへの開催協力 

日本スポーツマネジメント学会スチューデントセミナー 

「若手スポーツビジネスパーソンと話そう！」 

＜主 催＞  日本スポーツマネジメント学会（JASM） 
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＜協 力＞ KCAA（⼀般社団法人大学スポーツコンソーシアム KANSAI） 

＜実施日＞ 2021 年 3 月 30 日（火）20：00～21：30 

＜方 法＞  Zoom 

＜概 要＞ 

「新卒でチャレンジすべきか？」「それとも他業界で経験を積んでから進むべきか」スポー

ツビジネスを目指す学生・院生の多くが直面する疑問である。本セミナーは、それぞれのキャ

リアを歩んでいる若手スポーツビジネスパーソンをゲストに招き、自身の入社までのプロセス

とそれを決断した背景を語ってもらい参加者と対話することで、「現学生がヒントをつかめる

場」とする。 

対象者： JASM 学生会員、一般学生、院生 

参加費： JASM 学生会員…無料、一般学生、院生…1,000 円 

定員： 80 名  

モデレーター：福田拓哉（九州産業大学）、藤本淳也（大阪体育大学） 

ゲスト： 

東京フットボールクラブ株式会社/FC 東京 山本 翔 氏 

株式会社スポーツワン 吉川大智 氏 （KCAA 加盟大学出身） 

World Baseball Softball Confederation (WBSC) / 

世界野球ソフトボール連盟 工藤美咲 氏（KCAA 加盟大学出身） 

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD 松田健汰 氏 （KCAA 加盟大学出身） 

株式会社スノーピーク 澤 奈央実 氏 （KCAA 加盟大学出身） 

株式会社石川ツエーゲン 灰田 さち 氏 

Henka Inc. 梶原 駿 氏 （KCAA 加盟大学出身） 

株式会社日刊スポーツ新聞西日本 松本 航 氏 （KCAA 加盟大学出身） 

 

３．ガバナンス構築 WG 

「体育会学生管轄部局のガバナンス構築に向けた研修会」 
＜実施日＞ 2021 年 3 月 21 日（日）10：00～14：30 

＜場 所＞ 関西大学梅田キャンパス 

＜概 要＞ 不祥事事案が発生した場合に対して、必要な指導助言・改善に向けた支援、処分等を

適切に考える。 

 研修会の冒頭に冨田英司弁護士による「スポーツにおける連帯責任と活動自粛」をテーマに

講演があり、Introduction としての事例紹介からスタートした。事例では、所属の部員が薬物

の所持でリーグ戦を辞退、なにも関与していない部員にとっては、－とくに上級生にとっては

－これからアピールの場としてキャリアがスタートするところであったが、まさに「晴天の霹

靂」であり、これが連帯責任の活動自粛という、関与していない学生に降りかかる事実である。

続いて、冨田弁護士は大学、運動部、学生の関連性の契約関係を法的（学校教育法、在学契約

など）に整理し、連帯責任の根拠として「誰が誰を処分」するのかについて解説した。 

次に連帯責任により侵害される利益として、運動部所属学生のスポーツ権（スポーツ基本法 2

条 1項）から、運動部員のスポーツ権が侵害されることについて説明。続いて反対に連帯責任

の正当化の根拠について、「教育的配慮」と「抑止効果」について本当にスポーツ権を侵害する

ことを正当化するものかについて解説し、最後に連帯責任を科す基準『スポーツ指導における

暴力等に関する処分基準ガイドライン（試案）』（文部科学省）を示し、大学側が処分を科すこ

とにおいて、その活動自粛を考える際の考慮する要素等について説明の後、架空の不祥事事案

についてグループディスカッションを行なった。 

グループディスカッションでは、それぞれの大学における対処及び指導についての発言、意見



10 
 

が活発に行われた。 

挨拶：灘 英世 KCAA ガバナンス構築 WG 座長、関西大学 教授 

講演：「スポーツにおける連帯責任と活動自粛」冨田英司 弁護士 

グループディスカッション 

発表：グループディスカッションの内容・結論について各班発表 

総括：岡本大典 弁護士 

 ＜参加者＞ 25 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．価値向上 WG 

4-1 昨年度、電通関西支社のご協力のもと、SA 研修の一環として SDG's カードゲーム体験会を

開催したが、このカードゲームを応用したスポーツキャリアに関するカードゲームの開発を進め

ることになり、体験会を予定していた。しかし COVID-19 の影響により開催が延期となっている。

カードゲーム開発については引き続き進めていく。 

 

4-2【KCAA 学生部会活動報告】再掲 

学生部会主催イベント 

日付 事業内容 

2020.6.18 オンラインイベント「部活 SNS 会議」の開催 

2020.10.25 オンラインイベント「大学スポーツアイデアソン第 1 回」の開催 

2020.12.6 オンラインイベント「大学スポーツアイデアソン第 2 回」の開催 

報告内容については別添参照。 

 

 

５．応援促進プログラム 

＜概 要＞ 

応援促進プログラムは⼤学スポーツをもっと身近に、もっと楽しく感じてもらえるよう、KCAA

が交流試合や地域を巻き込んだイベントに支援する（盛り上げる）プログラムである。 

今年度は新型コロナ感染症拡大の影響により、各種⼤会の中止が相次ぎ、スポーツに関わる多く

の学⽣たちは成果を発揮する機会が奪われた。そこで、今年度はスポーツを「する」ことにこだ

わらない、学生による学生を勇気づける取り組み、⼤学スポーツの魅力発信を⽬的とした取り組

みなどに KCAA が協賛した。 
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＜実 績＞ 

「近大アメフト部ライブ配信視聴者倍増キャンペーン」 

 企画：KINDAI BIG BLUE PROJECT（代表：近畿大学 法花侑希） 

＜概 要＞ 

 近畿大学の学生組織「KINDAI BIG BLUE PROJECT」は近大スポーツを日本一にするために試

合観客数増加を目標とし、様々な活動を行っている。今回、アメリカンフットボール部と協力し、

10 月 17 日に開催されるトーナメント戦のライブ配信の視聴者数を増やすため、SNS などを活用

する方策を試みた。具体的には①アメフトの過去の映像から、スーパープレーや感動の瞬間を集

めた動画の作成、②初戦の神戸大学戦の見どころ動画を作成 ②SNS にて試合情報の拡散 ③

近大 OB/OG、在学生、職員（約 5,000 人）が参加する Facebook を通じた周知を行った。 

〈動画〉 

神戸大学戦 PV 

https://youtu.be/zO3QC9HXvvs 

見どころ動画 

https://youtu.be/D6tN3wHR3r4 

 

  ＜結 果＞ 

〇ライブ配信データ 

 ページビュー数 増減 

昨年度以前神戸大学戦平均 
9,403  

当該試合 
15,815 

+6,412（約 1.68 倍） 

※2019 年度秋季第 1節 近畿大学対神戸大学のページビュー数は 14,773（+1,042） 

 

〇動画再生数 

神戸大学戦 PV 

 再生回数 目標再生回数 目標との差 

Twitter 1,908 2,000 -92 

Instagram 694 500 +194 

YouTube 632 1,000 -368 

合計 3,234 3,500 -266 

 

見どころ動画 

 再生回数 目標再生回数 目標との差 

Twitter 1,902 2,000 -98 

Instagram 330 500 -170 

YouTube 224 1,000 -776 

合計 2,456 3,500 -1,044 

 

 動画再生回数に関しては目標値に届かなかったが、ライブ配信については昨年度以前の平均

値より 6,400 人の増加（約 1.68 倍）となった。今回の反省点として、短期間での取り組みだった

ため、大学本体やスポーツ振興センターを巻き込むことができなかったことが挙げられる。今後

はスケジュールをしっかり組み、大学全体を巻き込んで応援を行う、という方策を取りたい。ま

た、成功事例として KCAA の他の大学へも情報共有ができるようにまとめておきたい。 

（文責 法花侑希） 
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６．KCAA 大学スポーツ奨励賞 

＜概 要＞ 

本制度は各大学の大学スポーツに関わる活動のモデルと成りうる実績

を有する個人活動を顕彰し、今後の活躍を奨励することを目的として設

けたもので、推薦対象者はスポーツ活動を行っていれば学生アスリート、

主務、マネージャー、学生指導者等問わない。各大学より１名を推薦でき

る。 

本年度は 16 名を表彰した。表彰式は 2/27 の公開シンポジウムで行い、受

賞者には表彰盾を贈呈した。 

 

 

2020 年度 KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者一覧 

  
所属大学 

（五十音順） 
氏名（敬称略） 学部 

学

年 
団体名称（競技種目） 役割 

1 大阪経済大学 飼田 雄大 経済学部 4 硬式野球部 主務 

2 大阪工業大学 中尾 祐太 工学部 4 体育会本部（陸上競技部） 本部長 

3 大阪産業大学 柴田 大輔 スポーツ健康学部 4 
関西学生バスケットボール

連盟 
学生委員長 

4 大阪体育大学 堀田 陽大 体育学部 4 ハンドボール部 副将 

5 大阪電気通信大学 小坂 宙士 医療福祉工学部 3 硬式野球部 学生トレーナー 

6 関西大学 坊農 賢吾 社会学部 4 アメリカンフットボール部 主将 

7 甲南大学 福井 秀明 
マネジメント創造学

部 
4 体育会フェンシング部 副将 

8 神戸学院大学 奥田 拓海 法学部 2 ソフトボール 選手 

9 四国大学 髙木 智帆 経営情報学部 3 陸上競技部 選手 

10 摂南大学 小林 美咲 法学部 4 ラグビー部 マネージャー 

11 園田学園女子大学 中村 涼 人間健康学部 4 バスケットボール部 主将 

12 同志社大学 林 穂之香 
スポーツ健康科学

部 
4 

セレッソ大阪堺レディース

（サッカー） 
主将 

13 
びわこ成蹊スポーツ

大学 
楠本 政明 スポーツ学部 4 陸上競技部 選手 

14 武庫川女子大学 原 綾海 
健康・スポーツ科

学部 
4 カヌー部 選手 

15 立命館大学 藤島 来葵 経営学部 3 ホッケー部 選手・主将 
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16 龍谷大学 武田 亮子 経営学部 4 柔道部 女子主将 

別添：KCAA ⼤学スポーツ奨励賞受賞者紹介資料 
 

 

７．SA（スポーツ・アドミニストレーション）会議 

Sports Administrator とは「教育、研究、課外活動及び社会貢献を含め学内のスポーツ活動に一

定の知識・経験を有しつつ、大学スポーツの事業開拓とブランド力の向上を推進する力を有し、

学内のスポーツ活動の企画立案、コーディネート、資金調達等を担う者」というのが UNIVAS の

定義であるが、関西の多くの大学では Sports Administration のうち、スポーツに関わる大学生の

育成・成長支援に携わっているのは学生部（学生課）であり、必ずしも体育会学生の支援を主た

る業務としているわけではない。そこで KCAA では学生支援部局の目線で Sports Administration

を考えることからスタートすべく、SA（スポーツ・アドミニストレーション)会議を開催してい

る。構成メンバーは会員大学の“体育会学生を支援する部局の教職員であり、スポーツ局でスポ

ーツの専門的知見を有する者”や、“体育会支援を主に担う事務局の職員”、あるいは“体育会以外

の学生の支援も担う学生課の職員”など、様々である。また、体育会所属学生が全体の 8 割の大

学もあれば、数パーセントの大学、オリンピアンの輩出を目指す大学もあれば、アスリートキャ

リアを続ける学生が稀有な大学、など、大学によってもアプローチや環境は様々であるが、大学

スポーツに取り組む学生を本気で支援する、という点では共通しており、これこそが本質である

と考える。2018～19 年度では各大学の取り組み紹介、大学見学、SDG’s 研修などを行ってきた

が、2020 年度においては、10 回の SA 会議を行った（下記主なトピック・情報共有事項を参照）。

SA 会議は学生支援の最前線に立つ現場教職員間での情報共有、ブレイン・ストーミングの場と

して貢献しているといえる。 

2020 年度はオンライン会議システムを活用することにより、業務が多忙な中でも多くの職員

の出席が可能となった。（参加人数は概ね毎回 15 名前後）また会員校からの積極的な議題提案に

もつながった。 

＜SA 会議の主なトピック・情報共有事項＞ 

 ・コロナ禍における課外活動再開に向けた検討状況（5 月） 

 ・課外活動再開にあたっての申請・審査・条件、女性コーチの産休・育休支援（6 月） 

 ・外部資金の調達方法について（8 月） 

 ・スポーツ推薦での外国人留学生の受け入れについて（10 月） 

 ・UNIVAS の取り組みと KCAA の取り組み（1 月） 

 ・クラブの銀行口座の取り扱いについて（3 月） 

 

 

８．KCAA 公開シンポジウム「大学が創るスポーツの未来」 

＜実施日＞ 2021 年 2 月 27 日（土）13：00～16：05 

＜方 法＞ Zoom ウェビナー 

＜概 要＞ 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大学スポーツにとっても大きな試

練の１年となったが、KCAA は会員が保有する英知とコロナ禍で奔走した経験値を「共通の

財産」として共有しながら事業を展開してきた。今後、厳しい社会情勢が続くことが想定さ

れる中、大学スポーツの発展を通して関西活性化の歩みを進めていくためには、大学、自治
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体、企業、関連組織との連携をこれまで以上に進めていくことが重要だと考える。本シンポ

ジウムでは、スポーツ界の発展のために大学が果たすべき役割を自治体、企業、大学、そし

て学生と共に議論を行った。また、今年度定期的に開催してきた SA（スポーツ・アドミニス

トレーション）会議と、加盟大学のスポーツ・アドミニストレーターの活動状況に基づき、

今後スポーツ・アドミニストレーターに期待される役割について意見交換を行った。 

＜プログラム＞（敬称略） 

13:00-13:10 開会挨拶 

伊坂忠夫（KCAA 会長・理事、立命館大学） 

13:10-13:30 大学スポーツ奨励賞表彰 

 13:30-14:50 シンポジウム「大学が創るスポーツの未来」 

シンポジスト： 野田義和 （東大阪市長） 

久保田剛 （パナソニック株式会社 スポーツマネジメン

ト推進室 スポーツ事業センター所長） 

 伊坂忠夫 （KCAA 会長・理事、立命館大学） 

 西田陽良 （KCAA 学生部会・ディレクター、京都大学） 

ファシリテーター： 藤本淳也 （KCAA 副会長・理事、大阪体育大学） 

 14:50-15:00 休憩 

15:00-16:00 オープンフォーラム「大学スポーツにおける SA の役割と期待」 

講 演 者： 川方裕則 （KCAA 事務局長・理事、立命館大学） 

ファシリテーター： 松永敬子 （KCAA 理事、龍谷大学） 

16:00-16:05 閉会挨拶 

 上田滋夢 （KCAA 理事、追手門学院大学） 

 

総合司会：田中隆太（関西学生放送連盟所属・立命館大学） 

＜参加者＞ 約 90 名 

 

 

Ⅴ．関西のスポーツ振興に向けた経済界との連携 

関西経済連合会（以下関経連）は 2019 年から 2021 年にかけてのゴールデン・スポーツイヤー

ズを好機としてとらえ、スポーツで関西を元気にすべく、2018 年度に「関西スポーツ振興ビジ

ョン」を打ち出された。同ビジョンは「生涯スポーツの振興」「トップアスリートの育成」「スポ

ーツイベントの招致」「スポーツ産業の振興」という 4 つの柱に基づき様々な提案がなされてい

るが、スポーツ振興のための取り組みを具体化することをめざし、経済団体・自治体・スポーツ

関係団体、大学等が一堂に会する「関西スポーツ振興推進協議会」が 2018 年 12 月に設立され、

KCAA 伊坂会長と藤本副会長が一員として参画している。2020 年 12 月 21 日の第 3 回総会に

出席した伊坂会長からは、KCAA 加盟の 23 大学のほか、経済界の各企業等や WMG2021 関西

組織委員会等にも参画・協力をいただき、関西のスポーツに関するあらゆるステークホルダーの

意見を踏まえつつ、大学スポーツの振興や次世代アスリートの育成に取り組んでいきたい旨の

発言を行った。また、藤本副会長からは、生涯スポーツイベントの開催をはじめ様々な分野で経

済界や自治体との連携によるスポーツ振興に取り組んでいきたいと述べた。 

このほか、2 月 27 日開催の KCAA 公開シンポジウム「大学が創るスポーツの未来」開催に際

しては、経済界や自治体との連携が重要との認識のもと、関西経済連合会等の協力を得て、企業

および自治体のパネリストに登壇いただくとともに、KCAA の正会員・賛助会員・パートナー団

体以外にも企業関係者等に案内することで、KCAA の活動に対する認知度の拡大を図った。 
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別添１．KCAA 学生部会活動報告 

別添２．KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者紹介資料 

 

以上 



令和 2 年度 KCAA 学⽣部会活動報告 

2021 年 3 ⽉ 29 ⽇ KCAA 企画委員会 
⽂責：法花侑希（近畿⼤学 3 年） 

〇もくじ 
1. 今年度⾏った活動 
2. 各活動詳細 
3. 反省 
 
 
1． 今年度⾏った活動 

今年度は新型コロナウイルス感染拡⼤の影響もあり、オフラインでの活動がかなり制限
されてしまった。学⽣部会では予定していたイベントをいち早くオンラインに切り替える
などし、対応していった。以下に今年度の主⽴った活動について記す。 

 
（1） オンラインイベント「部活 SNS 会議」の開催 
（2） オンラインイベント「⼤学スポーツアイデアソン第 1 回・第 2 回」の開催 
（3） 各種 SNS アカウントの開設 

 
 
2． 各活動詳細 
 
（1）オンラインイベント「部活 SNS 会議」の開催 

〇開催⽇時 
6 ⽉ 18 ⽇(⽊曜⽇)19:00〜21:00 (オンライン交流会 21:00〜22:30) 
 
〇参加者数(詳細は下部に掲載) 
学⽣    21 名(うち学⽣部会 5 名) 
社会⼈    3 名 
教職員/KCAA 理事 6 名(うち途中参加 2 名) 
(事前申込 24 件) 
 
 
 
 
 



〇参加学⽣の所属⼤学(全 14 ⼤学) 
 ・KCAA 加盟⼤学  1 ⼤学 
 ・KCAA ⾮加盟⼤学 13 ⼤学 
  └関⻄外の⼤学  5 ⼤学 
 ※学⽣部会メンバーはカウントしていません。 
 
〇イベント内容 
 ・KCAA、KCAA 学⽣部会の紹介：5 分 
 ・グループディスカッション：30 分×2 セット 
 ・各グループからの発表：15 分×2 セット 
 ・SNS のモラルについて注意喚起：5 分 
 
〇グループディスカッションにおける主なトピック 
『部活の SNS を運⽤する⽬的』 
・新歓の情報発信 
・OB/OG とのコミュニケーション など 
 
『⽬的を達成する上での課題』 
・投稿を⾒てほしい層のフォロワーを獲得できていない 
・投稿のネタ切れ など 
『出た課題の解決策』 
・受け⼿に有益だと思われる投稿を⼼がける 
・部員全員で SNS に取り組むようにする など 
 
〇参加者からの声(抜粋) 
・またこのようなイベントを開催してほしい。 
・SNS 利⽤についての講演会や、オブザーバーで参加された電通さんの内容をもっと詳
しく聞ける勉強会などを開いて欲しい。 
 
〇総括 
当⽇は⼤きな問題もなく、イベントを終えることができた。 
今回は、本イベントを知ってもらうきっかけのほとんどが Twitter であったが、Twitter
を開設して良かったと思う反⾯、そのほかのアプローチに⼒を⼊れていなかったとも⾔
える。また、「横のつながりを育む」という本企画の⽬的の達成度合いを測定できるも
のさしを⽤意していないなど、まだまだ詰めが⽢かった。 
 



（2）オンラインイベント「⼤学スポーツアイデアソン第 1 回・第 2 回」の開催 
 
【第 1 回】 
〇開催⽇時 
2020 年 10 ⽉ 25 ⽇ 18:30~21:30 
 
〇参加者 
全 16 名 
−学⽣ 11 名 
（京都⼤学、近畿⼤学、追⼿⾨学院⼤学、びわこ成蹊スポーツ⼤学、摂南⼤学） 
−社会⼈ 5 名 
（京屋釦、コワーキングスペーススタッフ、教授） 
※うち学⽣部会運営メンバーが 6 名 
※事前申込は 10 名 
 
〇イベント内容 
・with コロナ時代の⼤学⽣活や⼤学スポーツについての事前知識インプット 
・チームに分かれてアイスブレイク 
・アイデア発想 
・アイデア収束 
・発表 
 
〇グループワークにおける主なトピック（⼀部） 
課題を 3 つの観点に分け、それぞれをグループに分けた後、コロナ禍における⼤学⽣の抱
える課題について話し合った。 
〈A チーム〉授業 
・GPA の判定が難しい 
・オンラインでは実施が難しい授業もある 
・オンラインとオフラインの講義が連続すると両⽅の講義を受けるのが難しくなる 
・留学⽣への対応が不⼗分 
 
〈B チーム〉課外活動 
・活動⼈数の制限がある 
・練習時間が短い 
・モチベーションの維持が難しい 
・遠征に⾏けない 



 
〈C チーム〉プライベート 
・⼀年⽣は友達を作る場が少ない 
・就職活動に⽀障がでる 
・運動不⾜によって太った 
・アルコール消毒やマスクで肌荒れ 
 
〇参加者からの声（抜粋） 
イベントの趣旨や内容を知らずに参加させて頂きましたが、こうして⼤学の垣根をとっぱ
らって学⽣さんたちがいろんな意⾒を出し合い、集約していく試みはすごく意義があると
思いました。 
 
コロナ渦の影響で KCAA の活動進捗状況がよく判っておりませんでしたが、今回参加させ
て頂いて、コロナの影響を受けえながらもそれ相応に活動されているのが判ったので、良
かったです。 
 
〇総括 
当⽇は⼤きな問題もなく、イベントを終えることができた。 
また、本イベントには追⼿⾨学院⼤学の上林先⽣から多⼤なるお⼒添えをいただき、今後
の⼤学スポーツを発展させていくにあたって⾮常に有意義なイベントとなったと⾔える。 
イベント内容的にかなりボリュームのある内容だったため、参加数はそこまで多く集まら
なかったので、第 2 回では学⽣部会の⼝コミを中⼼に今回の参加⼈数を上回る数を集めた
い。 
 
【第 2 回】 
〇開催⽇時 
2020 年 12 ⽉ 6 ⽇ 14:00~17:00 
 
〇参加者 
全 9 名 
−学⽣ 5 名 
（帝京⼤学、京都⼤学、近畿⼤学 2、追⼿⾨学院⼤学） 
−社会⼈ 4 名 
（京屋釦 2、UNIVAS、教授） 
※うち学⽣部会運営メンバーが 2 名 
※事前申込は 7 名 



〇イベント内容 
第 2 回では第 1 回で出た課題を元に、コロナ禍で⼤学⽣が抱える課題の解決策を模索し
た。 
・現在の⼤学⽣活や⼤学スポーツ、前回出た課題についての事前知識インプット 
・チームに分かれてアイスブレイク 
・アイデア発想 
・アイデア収束 
・発表 
 
〇グループワークにおける主なトピック（⼀部） 
今回はグループごとに扱う課題を決めてもらい、それぞれのグループで解決策を模索し
た。 
〈A グループ〉 
課題：課外活動における情報共有と情報発信ができていない 
 →団体間・⼤学間で新型コロナウイルス感染拡⼤の対応の差が⼤きい 
アイデア：⼤学内の団体間や全国の⼤学間で情報共有ができるチャット・掲⽰板・連絡網
などをつくる 
 
〈B グループ〉 
課題： 
・友達を作りにくい 

→⼤学に⾏くことがない、オンライン授業でしか会わないなどの理由から 
・オンラインセミナーに限界がある 

→現場の空気感を共有しきれない、⼀⽅的に聞くだけではこれといった効果が期待でき 
ないなどの理由から 

アイデア：無⽬的のオンラインサロンを開催する 
※詳細は下記の URL より、miro のページにてご覧ください。 
https://miro.com/app/board/o9J_kiUC0Uc=/ 
 
〇参加者からの声（抜粋） 
・またイベントがあれば是⾮参加したいです！ 
・⾊々な⾓度から学ぶことができました。ありがとうございました。 
・学⽣部会には年寄りは⼊会無理でしょっていう感覚ですが⼜参加させて下さい 
・お疲れ様でした。私のような何もわからない者を参加させていただき感謝しかありませ
ん。ありがとうございました。 
 



6． 総括 
今回も⼤きな問題なく、イベントを終えることができた。 
また、本イベントには追⼿⾨学院⼤学の上林先⽣から多⼤なるお⼒添えをいただき、今後
の⼤学スポーツを発展させていくにあたって⾮常に有意義なイベントとなったと⾔える。 
イベント内容的にかなりボリュームのある内容だったため、参加数はそこまで多く集まら
なかったが、内容としては⾮常に充実したものとなった。 
今回は学⽣部会の新メンバーを集めるという⽬標もあったが、結果としては 2 名が興味を
⽰してくれたので、先⽇作成したリクルートフローをもとに勧誘していく。 
 
（3）各種 SNS アカウントの開設・運⽤ 

学⽣部会では SNS を活⽤し、部会の情報から⼤学スポーツに関わる情報まで幅広く発信
してきました。今後は⼀⽅的に発信するだけではなく、⼤学スポーツに関わる⼈たちとの
コミュニケーションツールとしての運⽤もはじめて⾏く予定です。 

 
学⽣部会の SNS アカウント 
・Twitter：KCAA 学⽣部会（@KCAA_student） 
・Instagram：KCAA 学⽣部会（kcaa_student） 
・Facebook：KCAA 学⽣部会（https://www.facebook.com/kcaastudent/） 
・YouTube：KCAA 学⽣部会 
（https://www.youtube.com/channel/UCGG-zrySgD_8WKxFe_c0gqQ） 
・Pando：KCAA 学⽣部会（https://pando.life/kcaa-student） 

 
 
3． 反省 

今年度は活動が全⾯オンラインになったこともあり、学⽣部会内のメンバーのモチベー
ション管理が課題として浮き彫りになった。今後は⼀部の⼈間だけで活動するのではな
く、コミットできていないメンバーに⽬を向け、⼿を伸ばし、活動に巻き込んでいくこと
を意識的に⾏っていきたい。また、現在学⽣部会は 3〜4 回⽣の割合が⾮常に多く、１〜
２回⽣がほとんど在籍していないため、次年度は継続性を重視した組織運営を⾏ってい
く。 
 

以上 
次ページよりイベントの詳細資料 
  



詳細資料 

下記に今年度⾏った 3 回のオンラインイベントの詳細情報を記載します。 
 

（1） 部活 SNS 会議 
〇グループディスカッションにおけるトピック(詳細) 
『部活の SNS を運⽤する⽬的』 
・新歓の情報発信 
・集客・⾏事等の情報発信 
・試合結果の配信 
・OB・OG への連絡 
 
・ツールによってターゲットを変えている 
 
『⽬的を達成する上での課題』 
・届いてほしい層のフォロワーを獲得するのが難しい 
 └学⽣、⼤学周辺地域の⼈ 
・投稿のネタ切れ、発信量の担保→フォロワーの減少 
・オンライン新歓に来ても部活に⼊ってくれない 
・⽂章⼒ 
・投稿に当たってチェックが厳しく、スピード感がない 
・⼀⼈または少数で SNS を運⽤していると部内での意識が低くなる傾向にある 
 
『出た課題の解決策』 
・新規フォロワーの獲得 
 └新歓⽤チラシに SNS の QR コードや URL を掲載する 
 └コンスタントに投稿する 
 └ハッシュタグを使う、他団体とのコラボ企画をする 
 └有名な OB・OG さんに出演してもらう 
 └エンゲージメントが⾼い投稿をする（画像、動画、イベント、コラボ企画など） 
 └新⼊⽣には⼤学⽣活の有益な情報など不特定多数に需要のある発信をする 
・投稿のネタ切れ 
 └部員全体で SNS に取り組むように「促す・部の運営をする」 
 └過去を振り返る系の投稿をする 
 └社会⼈チームや海外の事例を参考にする 



 
 
 
〇アンケート結果詳細（全 15 件の回答） 
 
1．本イベントの総合的な満⾜度を教えてください。 

 
 
2．1 の質問の回答理由をお聞かせください。（任意） 
・他⼤学の成功例を知れたのが良かった。 
・SNS 活動が停滞しつつあるコロナのこの状況で他の⼤学と交流するきっかけを作っても
らえて嬉しかったです。 
・他⼤学の⽅とつながることができ、嬉しかったです！ 
・全国の学⽣と交流することができたから 
・なかなか他の⼤学の SNS 運⽤について聞く機会はないから。 
・普段関わらない⼈達と交流でき、SNS 運⽤について⾊々な意⾒やアイデアを聞いて、考
えることが出来たからです。 
・他の⽅の意⾒を聞くことができたとともに、⾃分たちの SNS 運⽤⽅法についても考え直
す機会が得られたから。 
・他の団体の活動を知ることができた。 
・グループディスカッションにて、各⼤学さんの取り組みを聞けたり、また発表などで他
グループの内容も聞くことができ参考になりました。 
・他⼤学、他団体の意⾒が聞けたこと。 
 
3．本イベントの各項⽬の満⾜度をお聞かせください。 

とても満⾜
47%満⾜

53%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．KCAA 学⽣部会のイベントを友⼈・知⼈にお薦めしたいと思いますか？ 

 
NPS：＋53.4%(15 件しか回答がないのであまり参考にならないか) 
 
 
 
5．本イベントに対してご意⾒・ご要望などございましたらお聞かせください。 

とても
満⾜
60%

満⾜
33%

普通
7%

イベントの構成・内容

とても
満⾜
67%

満⾜
27%

普通
6%

開催⽇時

とても満
⾜

53%

満⾜
40%

普通
7%

スタッフの対応・司会進⾏



・またこのようなイベントを開催してほしい。 
・SNS 利⽤についての講演会や、オブザーバーで参加された電通さんの内容をもっと詳し
く聞ける勉強会などを開いて欲しいです。 
・このような機会をもうけてくださりありがとうございました！ 
・企画運営ありがとうございました。今⽇出ていたアイデアを参考に、⾃分たちの SNS 運
⽤に活かしていきたいと思います！ 
・お疲れ様でした。定期的に開催してほしいですね。 
・司会して頂いた⽅が、スムーズに進⾏してくださって本当に良かったです。グループワ
ークも 1 ⼈ひとりに意⾒を聞いてくださり、意⾒を⾔うのが苦⼿な⾃分でも発⾔できまし
た。ありがとうございました！先輩に薦められて参加したので最初はあまり乗り気じゃあ
りませんでしたが、実際参加してみると SNS の事を⾊々考える事が出来て参加して良かっ
たと思いました。ありがとうございました。 
 
〈申込時のアンケート〉 
本イベントを知ったきっかけを教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇運営反省 

〈良かった点〉 
・時間配分（構成）はちょうど良かった 
・⻄⽥のポジショニングが完璧だった 
・Twitter からの申込が約 8 割 
・参加⼈数が想定通りだった 
・開催までの準備がスムーズだった 
 
 
〈改善点〉 

KCAA学⽣部
会のTwitter

83%

知⼈の紹介
17%

その他
0%



・運営メンバーが少なかった 
  →学⽣部会のそもそものメンバーを増やそう 

・他の企画を告知できるようにしておきたかった 
  →参加者の連絡先を確保しているため、いつでも連絡が可能  

・Twitter 以外のアプローチが⾜りなかった 
  →学⽣部会メンバーからの⼝コミや Facebook でのアプローチ数を増やす 

・学⽣部会への⼊り⼝を明確に提⽰していなかった 
  →参加のフローを作成するべき 

・運営の連絡経路を統⼀していなかった 
  →事前に確認するべき 
 
〇参加者数 
・学⽣ 21 名 
・社会⼈ 3 名 
 
 

（2） ⼤学スポーツアイデアソン 
【第 1 回】 
〇グループワークにおけるトピック（詳細） 
当⽇使⽤したオンラインホワイトボード miro の URL を添付します。 
⾮常に⾯⽩い意⾒が出ておりますので、お時間あれば⼀度ご覧ください。 
 
https://miro.com/app/board/o9J_kiUC0Uc=/ 
 
 
〇アンケート結果 
 
1．本イベントの総合的な満⾜度を教えてください。 
 



 
 
2．1 の質問の回答理由をお聞かせください。（任意） 
イベントの趣旨や内容を知らずに参加させて頂きましたが、こうして⼤学の垣根をとっぱ
らって学⽣さんたちがいろんな意⾒を出し合い、集約していく試みはすごく意義があると
思いました。 
 
このイベントへの準備もしっかりされていたと思いますし参加されている学⽣の⽅々が  
コロナ禍の学⽣⽣活をしっかり対峙されていると感じました。 
 
コロナ渦の影響で KCAA の活動進捗状況がよく判っておりませんでしたが、今回参加させ
て頂いて、コロナの影響を受けえながらもそれ相応に活動されているのが判ったので、良
かったです。 
 
他の部活さんなどのお話や状況を聞いてとても関⼼した 
 
3．本イベントの各項⽬の満⾜度をお聞かせください。 

 

とても満⾜
40%

満⾜
40%

普通
20%

とても満⾜
20%

満⾜
60%

普通
20%

イベントの構成・内容

とても
満⾜
60%

やや不満
40%

開催⽇時



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5．本イベントに対してご意⾒・ご要望などございましたらお聞かせください。 
 
いろんな意⾒を出し合って関⻄の⼤学スポーツを盛り上げていって欲しいと思います。僕
⾃⾝がアナログ⼈間やから余計そう思うのですが、議論をしてすぐ整理して発表するのも
凄くいいのですが、集約して発表することばかりに気を取られて発表するための議論にな
らないようにこれからもしっかり意⾒を出し合って欲しいと思います。こういう状況やか
らこそ、みんなの⼒で動かせることがあるはずです。がんばりましょう。 
 
昨⽇はありがとうございました m(_ _)m 
家庭の事情で今まで私が参加することはありませんでした。 
今回参加するにあたり家族に無理を⾔って参加しました。 
オンラインだったので参加できたことは⽪⾁な事です。 
課外活動に⼊れていただきましたがスポーツだけでなくいろんな活動をされている⽅々を 
⼈選されていたことに驚きましたがその⽅々が真摯に取り組まれている様⼦がわかりとて
も感⼼し繋がりの⼤切さを教えていただきました。 
この会に参加させていただきありがとうございました。 
 
もっと情報発信されて活動の認知度を上げる⼯夫をされても⾯⽩いかもです。 
まず、⾝内や友⼈にリツィートしてもらったりしても良いのでは？ 
 
〈申込時のアンケート〉 
本イベントを知ったきっかけを教えてください。 
 
 
 

とても
満⾜
80%

満⾜
20%

スタッフの対応・司会進⾏



 
 
 
 
 
 
 
 
〇運営反省 
 
〈全体〉 
・・時間の⻑さは仕⽅がないが、実施する時間帯が良くなかったか 
 →ごはんの時間をまたがないようにする？ 
 →でもそうしたら学⽣が参加しにくいか 
 →学⽣に絞ってしまえば時間も設定しやすいか 
 →ゼミの⼀環としてコラボできないかな！ 
 
・本当はリアルでやりたい 
 
・このイベントの様⼦を発信することで KCAA の理解を促進できそう 
 →発信していこう！Twitter、Instagram、Pando！ 
 
〈グループ〉 
・パソコンを⼀切いじらない⼈は Zoom はおろか miro はまったく使えない 
 →miro お試し時間を設けた⽅がよいのでは 
 →練習がてら名札作ってもらうとか 
 
・⼈数が少なかったグループでは、イレギュラーな意⾒が出ず、予定調和なまとまり⽅だ
ったのが残念 
 
・課外活動グループは多様性があり、活発な意⾒交換ができた 
 →多様性ありすぎてまとめるのが⼀苦労だった 
 →もうちょっと「課外活動」を細分化した⽅がいいかもという意⾒もあった 
 
・⼈が少なかったテーマは課題があまりないか、関⼼がないかということ？ 
 →授業は学⽣がどうこうできるわけではないから関⼼が向きにくい 

KCAA学⽣部会のTwitter
10%

知⼈の紹介
40%

KCAA学⽣部会のInstagram
10%

案内メール
10%

⼤学職員の紹介
20%

KCAAのホー
ムページ

10%



 
・関⼼が向かないでも、もう少し各グループに⼈がほしかった・・・ 
 
 
【第 2 回】 
〇グループワークにおけるトピック（詳細） 
当⽇使⽤したオンラインホワイトボード miro の URL を添付します。 
⾮常に⾯⽩い意⾒が出ておりますので、お時間あれば⼀度ご覧ください。 
 
https://miro.com/app/board/o9J_kiUC0Uc=/ 
 
 
〇アンケート結果 
 
1．本イベントの総合的な満⾜度を教えてください。 
 

 
 
2．1 の質問の回答理由をお聞かせください。（任意） 
メンバーがよかったー 

他大学さんとのコミュニケーションが楽しかった 

・様々な人の意見や考えを聞けたから。 

・スポーツ関係者の話を聞くことが出来たから 

大学スポーツと色々な関わり方をしている人から話しを聞けたこと。 

学生の考え方が垣間見れた気が非常にしたので 

問題解決の青写真ができたから 

大学スポーツと色々な関わり方をしている人から話しを聞けたこと。 

とても満⾜
57%

満⾜
43%



 
 
4． 本イベントの各項⽬の満⾜度をお聞かせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5．本イベントに対してご意⾒・ご要望などございましたらお聞かせください。 
お疲れ様でした。楽しい時間でした。 

学生部会の活動参加は少し厳しいかもですがまたイベントさせるなら是非参加したいです！ 

特にありません。 

色々な角度から学ぶことができました。ありがとうございました。 

学生部会には年寄りは入会無理でしょっていう感覚ですが又参加させて下さい 

お疲れ様でした 

私のような何もわからない 

おばちゃんを参加させていただき 

とても満⾜
57%

満⾜
29%

普通
14%

イベントの構成・内容

とても満
⾜

57%

満⾜
29%

普通
14%

開催⽇時

とても満
⾜

57%

満⾜
29%

普通
14%

スタッフの対応・司会進⾏



感謝しかありません 

ありがとうございました m(_ _)m 

 
〈申込時のアンケート〉 
本イベントを知ったきっかけを教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇運営反省 
〈よかったこと〉 
・ 第 1 回に参加しなかった⽅も参加してくれた 
・ 新しい⼤学スポーツを良くしようと頑張る学⽣と出会うことができた 
・ 参加者の満⾜度が前回よりも上がった 
・ 2 ⼈の学⽣、1 ⼈の社会⼈の⽅から学⽣部会に興味があると回答してもらえた 
・ タイムテーブル通りに進めることができた 
 
〈改善点・問題点〉 
・集まりが悪かった 
 →開催時期がシーズンまっただ中だった、⼤学⽣が興味を持ちにくいテーマだったなど
が原因か 
・法花のファシリが下⼿だった 
 →もっと修⾏します 

以上 
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