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4-1 教育研究上の情報
4-1-15 社会への貢献活動
本学は、建学の精神「挑戦と創造の教育」を謳って平成19（2007）年4月に開学しました。基本理念の一つとし
て「教育とスポーツの融合」を掲げ、中国・四国地区では唯一体育学部を設置し、次世代教育学部とともに互の特
色を発揮しつつ発展を遂げ、11年目を迎えました。
その間、本学が有する物的・人的資源を社会に広く提供し、諸活動を通して岡山県内をはじめとして全国的に
社会とのかかわる実践的な活動を展開してきました。以下に平成24年度活動の一部を紹介します。
なお、紙幅の関係で、殊に体育会の活動は国際的・全国的な活動になりますが、地元の活動を主に代表的な
ものを記載します。
１ スポーツ活動による社会貢献（抜粋）
【柔道部】
世界レヴェルの技を競うトレーニングを毎日こなしながら、12 月 20 日、小学生 250 名
を対象に本学の柔道場において、古賀・矢野と部員 47 名の指導による「平成 28 年度 IPU 少年柔道大会」
を開催。
【女子レスリング部】
毎月、第 1 土曜日、学生寮周辺地域の清掃活動を全員で実施。監督が高等学校
を会場に小中高校生に対してレスリング教室（8 月）で指導。1 月に、監督と部員による幼・小・中学生
にレスリングの技術を指導し、競技の普及に努めるとともに地域とのふれあいを深めた。
【陸上競技部】
部員個々が自主管理のもと、日々のトレーニングを計画的に実践しながら、3 月毎土
曜日、本学グラウンドにおいて監督と部員による「陸上競技教室」を主催し、小学生各 20 名程が集う。
その他、監督と部員による岡山市内の小学校において技術指導を実施した。
【サッカー部】
中国地域女子 U-15 トレセン選考会、高等学校の合宿などに会場を提供する。また、
夏休みを利用して全国から延べ 1000 名の大学生や高校生が集い、
「IPU サッカーフェスティバル」を 4 日
間、赤坂サッカー場で開催し、監督・全部員でその競技運営、宿泊等を支援した。その他、年間を通して
毎月多数のイベント協力、合宿のための宿舎やトレーニング場の提供、サッカー教室などを開催して、地
域の中学・高校生の活動の場を提供した。
【男子ソフトボール部】
毎月 2 回土曜日定期的に、全部員で平島グラウンド周辺の清掃活動を行い、
草刈りは随時頻繁に 1 年生の部員を中心に実施している。また、西村監督は国体アドバイザー、U19 世界
ジュニア選考会、岡山県、東北地区の指導者に講習会や技術指導を行う。
【ラグビーフットボール部】
「IPU キッズラグビースクール」を毎週月曜日に監督・コーチ・部員 10
名が本学ラグビー場を会場に開催し、延べ 4,000 名の子ども達が活動した。また、同会場では高校生（毎
回 25～45 名程）を対象に、概ね毎月ラグビー教室を実施。監督と寮生の部員で上道や中尾地域付近の清
掃活動を 6 月、9 月、12 月に実施。
西口監督は、岡山ラグビーフットボール協会や岡山県内の高等学校において技術指導を行う。
【女子バレーボール部】
本学の体育館で一般女性や小学生を対象に「バレーボール教室」を開催し監
督が指導する。また、瀬戸地域のお祭りへボランティア活動を行っている。
【女子ソフトボール部】
近郊地域である瀬戸町観音寺地区の清掃活動を 5 月と 9 月に実施。
「ソフト
ボール教室」を倉敷市内の中学校・玉野スポーツセンターで開催した。
【チアリーディング部】
9 月に岡山県庁時交通安全イベントに参加。11 月におかやまマラソン EXPO
ステージ・沿道応援。近郊地域である瀬戸町観音寺地区の清掃活動を 5 月と 9 月に実施。
「ソフトボール
教室」を倉敷市内の中学校・玉野スポーツセンターで開催した。
【ダンス部】
4 月赤磐市さくら祭り。7 月桜が丘幼稚園夏祭り。8 月東日本大震災東北ボランティア
清掃活動、岡山吉井夏祭り、アクロポート瀬戸夏祭り。9 月岡山県庁交通安全イベント、江西学区ふれあ
い祭り、岡山空港空の日イベント。10 月桜が丘西 8 丁目まつり。11 月あかいわ祭り、赤磐 10 丁目ふれ
あい祭り、おかやまマラソン EXPO ステージ・沿道応援。芳泉中学校ダンス部合同練習及び指導。
2 月総社市池田小学校ダンス体験講座。西大寺はだか祭り出演。赤磐市健康研修会。
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【剣道部】
櫻間は岡山県剣道連盟の活動を毎月 1 回岡山武道館で、また櫻間と今野で 6 月・8 月・10
月・2 月に、国体チーム・東岡山工高・岡山刑務所・岡山朝日高・吉備中、また本学道場では岡山県内の
少年剣士の指導助言を行う。指導者と部員是認で大学周辺（観音寺地区）の清掃活動を毎月 1 回第 1 土
曜日に実施した。
【女子ハンドボール部】
坂元監督と部員 40 名が係り、IPU 体育館を提供して県下、四国、近畿の高
校生を対象に練習会場の提供や合同練習を行う。約 500 の中学・高校生が活動した。
【男子ハンドボール部】
前田監督と部員 42 名で、年中学内の清掃活動を実践。また監督と部員で岡
山県内はもとより徳島県・高知県や山口県の高校生も対象として技術指導を行う。また、トップアスリー
ト活用事業において、10 月 2 日～12 月 13 日の間 5 回、福島県少年自然の家ほか全国の施設で当該競技
の技術指導及び講習を行う。
【野球部】
3 月 10 日、万富公民館で高齢の地域住民の皆さんが集って実施された「餅つき大会」に、
部員がボランティアとして参加した。
【自転車競技部】
塩原監督と部員 9 名で、5 月 13 日に「第 2 回晴れの国岡山 7 時間エンデューロ」
（約 1000 人参加）を、11 月 18 日は「8 時間エンデューロ 秋」
（約 2000 人参加）を岡山国際サーキッ
ト場で実施した。
【女子バスケットボール部】
5 月・9 月に部員 13 名で、本学第 2 キャンパスがある岡山市東区矢津
地区を中心に清掃活動を行う。また、5 月は地域の小学校運動場にて「古都学区運動会」に部員 5 名が、
9 月は東区グラウンドにての運動会に部員 9 名がボランティアで参画する。11 月・2 月・3 月指導者によ
る技術指導や講習会を岡山県内の中学・高校で実施した。桃太郎アリーナにおいて今年 3 月 26 日～28
日、
「IPU バスケットボールフェステバル」を開催、監督・コーチ・部員 62 名で競技運営を行う。高校生
308 人が参加した。
【マーチングバンド部】
5 月 3 日から年末にかけて、
「表町パレード」や「三菱造船運動会」など岡
山県内を主に各種イベントに参加協力し、演奏を披露した。また、5 月 24 日はグリーンアリーナ神戸で
開かれた「クラーク記念国際高等学校関西合同体育祭」において指導者の中家と部員全員で演奏・演技を
披露した。

２ IPU・子育て支援プログラム
❐対
❐運
❐内

象
営
容

小学校低学年までの子どもを持つ親とその子（毎回 50 組程度）
「子育て支援実践演習Ⅰ・Ⅱ」を履修する学生
「子育てルーム」
「IPU わくわく広場」の開催では、運動会・マラソン大会・スタ
ンプラリーなどを実施「KIDS ENGLISHI」や 200 名参加した「ファミリーFESTA」
の開催し多くの地域の人達か参加した。

３ 岡山学生ボランティアグループ「岡山学生連合」
平成 23 年 3 月の東日本大震災を機に発足。
「自分達にできることはないか？」という問いから岡
山県内 16 大学の学生の一部が集い、主に長期休業期間を利用して次の活動を展開している。週 1～
2 回の会議を実施。

４ 古都小学校区「小学生キャンプ」
平成 21 年に発足。本学の所在地が通学区域にあたる岡山市立古都小学校の地域住民が主催する
「キャンプ」に本学学生（教員志望者）が参加して小学生を指導する。指導内容は、プール指導・
キャンプファイヤー・図画工作など。このキャンプの企画段階から本学教員もかかわる。7 月試験前
に実施。
主催者；古都小学校区地域社会
参画者；大志会（教員志望の学生）
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５ English Camp
「地域の高校生に外国人との交流会を提供し、国際理解と英語に対する興味の促進を図る」をね
らいに、近郊地域に在住の外国人や岡山大学留学生のボランティアと共同体制で本学第 1 キャンパ
スにおいて開催した。
具体的な内容は、英語のみで行うアクティビティを実施。英語でコミュニケーションがとれるよ
うなグループワーク。夕食は屋外バーベキューや食堂での食事を通して英語でコミュニケーション
を図る。キャンプファイヤーや英語の歌でダンスも踊った。

６ 瀬戸学区の市民との交流茶会
茶会の目的は、環太平洋大学の所在地である岡山市東区瀬戸町の瀬戸学区地域社会を対象に、地
域の人々を茶会に招待してサークルに所属する学生や教職員との交流を図り、相互理解を促進する
とともに、地域社会への感謝の気持ちを表す。
［平成29年5月1日現在］
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