


 

コロナ禍に立ち向かい、克服して 

甲南スポーツの更なる発展を目指しましょう 
甲南摂津会名誉会長 水野 正人 

令和 3年 2月 

 

「徳を崇め、身体を鍛え、知を磨く」甲南学園創立

者、平生釟三郎先生の建学の精神で甲南学園は進

化・発展し、一昨年記念すべき 100 周年を祝いまし

た。 

甲南大学体育会運動部 OB・OG 会連合会である甲南

摂津会は甲南スポーツを強化するのみならず大学

スポーツに勤しむ学生の社会での活躍に向けてリ

ーダーシップや人間力を身に付ける活動もしてい

ます。 

大学間の競争が激化する中、ここ 10 年で甲南ブラ

ンドは確実に高まりました。そしてこの度、理事長

に就任された長坂悦敬前学長は甲南の進化を率先

して進めて頂き、中井伊都子学長とタッグを組んで

更なる甲南ブランド向上に力を尽くされて居られ

る事に敬意を評し感謝を申し上げます。 

体育会本部を中心に全運動部の自主的な強化活動、

松田秀夫会長率いる甲南摂津会の役員、関係者の多大な尽力と甲南スポーツ強化支援室のご協力を

得て各運動部のレベルは確実に上がりつつあります。 

その発展途上、2020 年春に新型コロナウイルスの世界中での蔓延によりスポーツ界は元より、私た

ちの価値観、生き様に大きな変化と困難をもたらしました。世界中が協力しあい感染防止を行い、

ワクチンにより世界的災害のコロナ禍を収束させ、速やかに以前の活気に満ちた社会を取り戻さね

ばなりません。 

そこに至るまで甲南摂津会の皆さんにはこの指導者ハンドブックをもとに活動再開に向けて力を蓄

え準備をして良きスタートが切れるように期待をしています。 

スポーツは 3Ｆで象徴されます。フェアープレー、ファイティングスピリット、フレンドシップはよ

り良き生涯の為のキーワードでもあります。ルールを守り秩序を保つフェアープレー、どの様な困

難にも立ち向かう精神、そして社会の中で協力し合う協調性を持つことです。 

甲南学園、甲南スポーツの発展を心から祈念します。 
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甲南大学 学生部長 

渡邉 順司 

 

  

平素より、指導者の皆様におかれましては、体育会所属学生のご指導を賜り、誠にありがとう

ございます。 

 本学の教育理念を端的に示している「徳育・体育・知育」の言葉に見られるように、大学生活の

中で人間性を養い、かつ文武両道を実践できる人材育成を目指しています。指導者の皆様は、こ

の基本理念をご理解いただき、法令遵守の精神のもとで安全・安心なクラブ活動を通して、成果

を収めていただきたく思います。 

 このハンドブックの中から、重要な事項をいくつかご紹介します。まず、項目Ａ「指導者の位置

付け・お願い」に記載の安全配慮義務および禁止薬物・飲酒、ならびに暴力行為・ハラスメントに

関する事項です。これらはクラブ運営の根幹をなすものであり、いついかなる時も冷静かつ適正

にご判断いただきたく思います。続いて、項目Ｂ「事故・緊急・不測の事態発生時の対応」です。

事故の発生やケガを負った時、熱中症対策や気象警報発令時の対応など、これらは部員全員で対

応方法の共通認識を持つことも有効です。また、緊急時の連絡体制も併せてご確認いただければ

と思います。その他に項目Ｃ以降では、普段の活動の中で生じる各種手続きや利用方法、活動支

援に関するご案内となっています。 

 本ハンドブックに記載の内容について、既に熟知されている方も多いと思われますが、監督会

議や課外活動安全講習会、課外活動表彰式など、折を見て定期的にご確認いただけると助かりま

す。体育会構成員の皆様が、健康で充実した活動ができることを願っています。 
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こんなときは？ 
  項目 頁 

緊急事態          

怪我 

緊急事態が発生した B-1～3 

病院を探したい B-1～2 

保険・治療費を請求したい B-4 

AED を使いたい B-5～6 

雷が鳴っている B-9 

津波警報が出た（災害ハンドブック参照） 巻末 

施設利用 

公式戦・練習試合をしたい C-6 

ミーティングルームを使いたい C-6 

甲南高校生が単独で施設を利用したい C-7 

甲南生が参加しない公式試合を開催したい C-6 

合同練習をしたい C-7 

小中高生を対象にイベントをしたい C-7 

トレーニングルームを使いたい C-12～13 

急遽ミーティングルームを使いたい C-13 

講堂兼体育館の貴賓室を使いたい C-6 

陸上競技場（インフィールド）を使いたい C-14 

駐車場を使いたい C-14～15 

教室を借りたい C-15 

指導者更衣室を使いたい C-6 

平生記念館・セミナーハウスで会合を開きたい C-18～20 

パンセ・iCommons で懇親会を開きたい C-21 

セミナーハウスに宿泊したい C-19～20 

白川台キャンパスを使いたい C-22～26 

iCommons を使いたい C-22、27～32 

広報 

HP に記事を載せてほしい D-6～8 

チラシ・ポスターを掲示したい C-34 

戦績報告をしたい D-6～8 

各種手続き 

顧問の変更があった C-33 

幹部の変更があった C-33 

指導者の変更があった C-33 

合宿・遠征の予定がある C-33～34 

試合に参加する C-33～34 

バスやトラックを構内・周辺に停めたい C-34 

大学の備品を借りたい C-34 

ゴミを捨てたい C-35 

設備が壊れたので修理してほしい C-36 

その他案内 

学習院戦に団体として参加したい D-6  

名刺を作りたい D-13 

クラブの記念誌を作りたい D-11～12 

忘れ物をした D-9 

試験期間中に世界大会に出場するので追試を受けたい D-2 

六アイ総合体育施設行きのバスに乗りたい D-10 

各種補助・割引 

指導者の交通費の補助を申請したい E-1～2 

全国大会に出場するので遠征費の補助を受けたい E-2 

海外での試合に出場するので補助を受けたい E-2 

学外の施設を利用するので補助を受けたい E-2 

保険に加入するので補助を受けたい E-2 

学割・JR 団体割引を利用したい C-35 
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【体育会所属団体一覧】 

 
学生部やスポーツ・健康科学教育研究センターに提出する書類には、クラブコードを記入する

箇所があります。 
各クラブのコードは、下表の通りです。 

コード クラブ名  コード クラブ名 

101 合気道部  126 バドミントン部 

102 アイスホッケー部  127 バレーボール部 

103 アーチェリー部  128 ハンドボール部 

104 アメリカンフットボール部  129 フィギュアスケート部 

105 空手道部  130 フェンシング部 

106 体操競技部  131 ホッケー部 

107 弓道部  132 ボードセイリング部 

108 クルージング部  133 ヨット部 

109 剣道部  134 ライフル射撃部 

110 硬式庭球部  135 ラグビーフットボール部 

111 硬式野球部  136 陸上競技部 

112 ゴルフ部  137 ワンダーフォーゲル部 

113 サッカー部  138 女子ハンドボール部 

114 山岳部（休部）  139 スポーツ愛好同好会 

115 自動車部  142 ソフトボールクラブ 

116 柔道部  143 日本拳法部 

117 少林寺拳法部  145 ラクロス部 

118 水泳部  146 女子ラクロス部 

119 スキー部  147 チアリーディング部 

120 ボート部  148 釣クラブ（休部） 

121 ソフトテニス部  149 女子バスケットボール部 

122 卓球部  151 女子バレーボールクラブ（休部） 

123 準硬式野球部  152 フットサル部 

124 馬術部  153 軟式野球同好会 

125 バスケットボール部  155 女子陸上競技部 

 



学生 スポーツ強化支援室 指導者 摂津会 体育会行事・その他

4月
1日＜入学式＞

5日＜前期授業開始＞

重点強化助成・活性化助成

振興助成　　制度説明会
監督会議 監督会議

新入生勧誘

学習院総合定期戦開会式

5月
重点強化助成　募集締切・面接

活性化助成・振興助成　募集締切
新入部員名簿提出

6月
重点強化助成金額決定・公示

活性化助成・振興助成　採用決定
入試大綱発表

摂津会幹事総会

体育会本部新旧幹部慰労・激

励会（予定）

フレッシュマンキャンプ

7月
26日～8月2日

＜前期試験＞

6月末重点強化助成

一括振込（Ａ）
課外活動安全講習会 体育会本部解散総会

8月
8月3日～9月23日

＜夏期休業＞

9月 24日＜後期授業開始＞ スポーツ推薦入試出願

10月
10月29日〜10月31日

＜大学祭＞（予定）

11月 ＯＢ・ＯＧ会長会議 第1回新入生勧誘活動説明会

12月
25日～1月3日

＜冬期休業＞
学習院総合定期戦閉会式

リーダーズキャンプ

学習院総合定期戦閉会式

1月
4日＜授業再開＞

24日～31日＜後期試験＞

重点強化助成決算（Ａ）

スポーツ強化支援に関する実態調査

第2回新入生勧誘活動説明会

課外活動表彰・学長表彰推薦書提出期限

入学前練習実施報告書（合同練習実施報

告書）

2月 課外活動表彰式　　　　　　　　監督会議摂津塾

課外活動表彰式

第3回新入生勧誘活動説明会

28日＜父母の会補助費執行期限＞

課外活動団体継続説明会

3月 25日＜学位授与式＞ 重点強化助成決算（ＳＡ） 課外活動団体継続届　提出

＜2021年度年間スケジュール＞

強

化

指

定

団

体

会

計

監

査
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A-1 
 

A．指導者の位置付け・お願い 
 

１．指導者の位置付け及び安全配慮義務 
・学生の自主的な課外活動に対する指導・助言を行なう協力者である 
・課外活動中に事件・事故・不祥事が発生した場合の各団体と学生部の連絡調整役である 
・課外活動中の事件・事故・不祥事については原則的に責任を負わない 
 
上記のとおり、指導者は、原則的に課外活動中の事故責任を問われることはありませんが、以下のよ

うな場合には大学としても対処する必要がありますので、事実を確認された場合には学生に注意を

与えて頂くとともに、学生部にも報告くださいますようお願いいたします。 
 

① 練習に名を借りた、しごき、未成年の飲酒及び反社会的な行為が行われている場合 
② 活動内容が危険であり、事故の発生が予見される場合 
③ 活動計画に不備があり、事故の発生が予見される場合 
④ 設備等の不備があり、事故の発生が予見される場合 

 
２．損害賠償責任について 

課外活動中の事故によるトラブルで裁判になった場合は、大学および指導者に瑕疵がなく賠償責任

がないと思われる場合でも、教育機関として大学の責任を放棄することはできません。事故を円満に

処理するためには、大学として誠実に対応することが重要になりますのでできるだけ速やかに学生

部に連絡してください。 
 
なお、参考として賠償責任が発生すると考えられる事故を以下に記載します。 
① 大学施設の瑕疵による事故 
② 大学の安全配慮義務違反による事故 
③ 大学が委嘱した指導者の過失による事故 
④ 大学が委嘱した指導者の安全配慮義務違反による事故 
大学は①と②の場合だけでなく③と④の場合にも賠償責任を問われることになります。 
 

３．指導者へのお願い 
① 単位取得について 

4年間で卒業するため、授業には必ず出席するよう指導すること 
② 指導について 
伝統を重んじるだけでなく、時代に即した活動内容を目指すように指導すること 

③ 課外活動中の安全確保について 
学生(主将)より(天候他、正当と思われる理由で)活動中止の申し入れがあった場合 
競技の特性による特殊な事情がある場合を除き、指導者はその判断を尊重すること 
活動状況に危険を感じた場合は、指導者判断により練習を中止させること 
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④ 未成年への留意点 

未成年の飲酒・喫煙は法律に反します。大学の判断により罰則を科される可能性があります 
⑤ 学外での行動について 

公共の場所での集団行動（エールや胴上げ等）は、周囲に配慮するように注意をすること 

⑥ クラブ内での不祥事発生時の対応 

   クラブ内で不祥事が発生した場合は、即刻、学生部へ報告のこと 

   ※報告が無い場合、大学として対応しません 

 

４. ドーピング及び禁止薬物等の使用について 
ドービングとは競技能力を増幅させる可能性がある手段（薬物あるいは方法）を不正に使用することで

あり、スポーツの基本的理念であるフェアプレーに反する行為です。 
覚醒剤や麻薬等の使用禁止は刑法によって定められています。 

 
５. 飲酒について 

「未成年飲酒禁止法」により、未成年の飲酒は禁止されています。また、「酒に酔って公衆に迷惑をか

ける行為の防止等に関する法律」で過度の飲酒は制限されています。甲南大学では、未成年が同席する宴

席等での飲酒を禁止しています。さらに、未成年が参加していない場合でも、「飲酒の強要」や「イッキ

飲み」などを認めていません。アルコール分解能力には個人差があるので、飲めない体質の人に無理に勧

めることや酔いつぶすことを意図した飲み会は、傷害行為にあたることもあります。 
各クラブの指導者・幹部は目をくばり、トラブルのない宴会を心掛けてください。 
 
６. 暴力行為防止・ハラスメント防止について 
 スポーツの特性の一つは、人と人との競争にあり、その競う姿が人々をスポーツに引き付けています。

競技に勝つことがスポーツの持つ楽しさであり、喜びでもあります。しかし、勝つための努力のバランス

が崩れると「暴力」や「いじめ」などの問題が発生することになります。体育会のように絶対的な上下関

係がある集団では「暴力」や「いじめ」などのハラスメントが一般社会以上に生じやすい環境にあります。

厳しい指導や訓練が精神面の強化にとって有効な場合もあるため、ハラスメントの判断が非常に難しく

なることは事実です。しかし指導や練習の名のもとに、憂さ晴らしの行為や感情的な言動が許されては

なりません。もし、教育的観点から行われた指導でも、行き過ぎると相手の人格を傷つける場合もありま

す。 
 
＜暴力行為・ハラスメントを起こさないために＞ 
上の地位に立つものは、自分がかつて置かれていた立場を振り返って行動することが肝要です。 
「過去から行われてきた習慣だから」「学生だから許される」といった不合理な考えは捨てて、皆が快適

に過ごせる活動を心がけることが重要です。 
以下、公益財団法人 日本体育協会 指導者育成専門委員会の「スポーツ指導者のための倫理ガイドラ

イン」です。ご参照ください。 
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/rinri_gidelines.pdf 
【検索キーワード⇒ 日本体育協会 倫理ガイドライン 】 
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＜ハラスメントチェックリスト＞ 

 
このチェックリストは指導者がハラスメントにつながる言動への意識を高めることを目的としています。

以下の項目について、ハラスメントにつながる言動だと思う場合は「思う」、思わない場合は「思わない」

に○をしてください。 
 

区分 チェック項目 ハラスメントだと 

 

学生に対し、二人きりの食事などをしつこく誘う 思う 思わない 

異性の部員の前で下着姿になって着替えをする 

（女子部員が男子部員の前で着替えをするのもハラスメントです） 
思う 思わない 

急用でもないのに、学生に繰り返し携帯メール・電話をする 

※なお、嫌がらせの電話・メールを繰り返し送りつける行為は犯罪行為ですので注意し

てください 

思う 思わない 

学生に対して、ハートマークや恋愛感情を含んだメッセージを送る 思う 思わない 

繰り返し二人きりでの指導などを行う 思う 思わない 

特定の学生だけをかわいがる 思う 思わない 

指導中、いつも至近距離で話す 思う 思わない 

異性関係や性体験を尋ねたり、自分の経験談を話す 思う 思わない 

時々コミュニケーションの一環で肩に手を置いたり、頭をなでたりする 思う 思わない 

自分は部内で人気も信望もあるので、ボディータッチをしても許される 思う 思わない 

コンパで手を触ったり、肩を組んだり、故意に身体に触れる 思う 思わない 

コンパでのお酌、カラオケでのデュエットを強要する 思う 思わない 

相手が嫌がっているのに性的な冗談や、容姿についてのからかいを繰り返す 思う 思わない 

 

学生に対し、根拠もなく尊厳を傷つけたり罵倒したりする内容の言動を人前で行う 思う 思わない 

街角における大声でのエールを強要する 思う 思わない 

指導者・ＯＢ・上級生という地位を活用したマルチ商法や宗教等への勧誘・強要 思う 思わない 

課外活動の名目で、精神的苦痛を与えるほど過度に活動へ拘束する 思う 思わない 

人前で学生の趣味・性格について話す 

※直ちにハラスメントに該当するわけではありませんが気を付ける必要があります 
思う 思わない 

学生の発言を無視することがある 

※直ちにハラスメントに該当するわけではありませんが気を付ける必要があります 
思う 思わない 

指導上知りえた学生の個人情報について、他人に吹聴する 思う 思わない 

特定の学生だけに指導や指示、アドバイスを行わない・意図的に仲間はずれにする 思う 思わない 

課外活動に関係のない私的な用事を、学生に頼むことがある 思う 思わない 

課外活動中以外の付き合いの良さなどによって学生を評価する 思う 思わない 

個人的な感情を指導に持ち込む 思う 思わない 
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B.事故・緊急・不測の事態発生時の対応 
 

【緊急時の連絡先】 
連絡先 電話番号 対応時間 

甲南大学 078-431-4341（代表）   

学生部 078-435-2856 

（授業実施日） 平日 9：00～18：00 

        土曜日 9：00～13：00 

※1）授業を実施していない平日は、17：00まで。 

※2）休暇期間中の開室時間は、掲示等で確認。 

医務室 078-435-2703 

（授業実施日） 平日 9：00～18：00 

        土曜日 9：00～13：00 

※1）授業を実施していない平日は、17：00まで。 

※2）休暇期間中の開室時間は、掲示等で確認。 

防災センター 078-435-2778 通年 24 時間対応 

六甲アイランド守衛室 078-857-1602 6：00～22：00 

 
※各クラブの幹部は、部員全員に大学の緊急連絡先を登録するように指導してください。 
 また、合宿する際に「しおり」等を作成する場合は、必ず緊急連絡先として学生部と防災センターの電

話番号を記載するようにしてください。 
 

【医療機関情報一覧】 
 

医療機関名 所在地 電話番号 

甲南病院医療センター 神戸市東灘区鴨子ヶ原 1-5-16 078-851-2161 

堀本医院 （循環器内科・外

科・呼吸器内科） 
神戸市東灘区岡本 4-4-23 078-411-6991 

村田医院 （外科・皮膚科） 神戸市東灘区岡本 3-12-12 078-453-3377 

東神戸病院 神戸市東灘区住吉本町 1-24-13 078-841-5731 

六甲アイランド甲南病院 神戸市東灘区向洋町中 2-11 078-858-1111 

宮川接骨院 神戸市東灘区向洋町中 5-15-205 
078-858-4010 

【怪我の予防・治療に対応】 

あんしんクリニック        

（整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 

神戸市中央区旭通 4-1-4 

ｼﾃｨｰﾀﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ 4F 

078-251-5959  0120-55-4898 

【治療（診察・手術）・ﾘﾊﾋﾞﾘに対応】 

生田整形外科クリニック 
神戸市東灘区御影中町 1-16-20 

ﾎﾟﾗﾘｽ御影 4F 
078-858-8870 

西宮協立脳神経外科病院 西宮市今津山中町 11-1 0798-33-2211 

笹生病院 西宮市弓場町 5番 37号 0798-22-3535 

北須磨病院 神戸市須磨区東白川台 1-1-1 078-743-6666 

 
神戸市による休日・夜間の救急期間案内  TEL：078-331-7119 
月曜～金曜日  １７時～翌９時 
土曜日・休日   ９時～翌９時（24 時間） 
※オペレーターによる医療機関案内のため、医療相談には対応できません。 
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１. 事故発生時の対応 
１－１. 施設別の事故対応 ⇒ 次ページの図解を参照のこと 
(1) 岡本キャンパスで事故が発生した場合 
・医務室が開室している場合は、まず医務室に連絡を入れてください。 
・医務室が開室していない場合は、防災センターに連絡を入れてください。 
・緊急措置が必要な場合は、医務室もしくは防災センターから救急車を要請します。 

(2) 六甲アイランド総合体育施設で事故が発生した場合 
・六甲アイランド守衛室に連絡を入れてください。 
・緊急措置が必要な場合は、守衛室から救急車を要請します。 

(3) 学外施設で発生した場合 
・利用している施設に医務室がある場合は、まず医務室に連絡を入れてください。 
・利用している施設に医務室がない場合は、近辺の医療機関に連絡を入れてください。 
・緊急措置が必要と思われる場合は、救急車を要請してください。 
 
１－２. 緊急時の対応 
(1) 負傷の状態が重篤で、生命の危機にかかわるような緊急時には、第一発見者が携帯電話等を利用して、
直ちに消防署に通報し救急車を要請してください。 

(2) 頸部を負傷した場合や、頭部を強く打って意識がない場合は、できるだけ負傷者の体を動かさないよ
うにして、速やかに救急車を要請するよう指導してください。 

(3) 軽度の負傷で医務室等へ搬送する場合は、できるだけ複数で行うよう指導してください。 
 

１－３. 学生部への連絡 
学生部が開室している場合は、家族に連絡する前に学生部まで事故の内容を報告してください。 
事故の内容により、適切と思われる連絡方法等を学生部が指示します。学生部に連絡がつかない場合は、

翌日以降できるだけ速やかに報告するようにしてください。 
なお、救急車の出動を要請するなどの緊急を要する場合の学生部への連絡は、防災センターもしくは守

衛室が行います。 

 
１－４.保護者への連絡 
保護者にはできるだけ速やかに事故の事実を報告し、負傷の程度や連絡窓口を伝達するとともにクラブ

または学生部への要望の有無を確認してください。救急車にて搬送する場合は、病院名等が分かり次第

連絡すると伝えてください。 
なお、家族に負傷の連絡をする場合は、必要以上に不安を与えないようにくれぐれも注意してください。 

 



   

 
 

 





   

 
 

 



   

 
 

 



   

 
  



R3.3.2 

B-4 
 

２. 保険・治療費の請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１. 学生教育研究災害傷害保険(略称「学研災」) 

甲南大学では、正課時間中の事故、通学中の事故、学校の行事中の事故および課外活動中の事故等に 

より身体に傷害を被った場合の救済措置として、学生教育研究災害傷害保険(略称「学研災」)に加入 

しています。 

課外活動中の事故は、大学の施設内で発生した事故だけでなく、学外施設で発生した事故により負傷 

した場合でも保険金を受給できます。ただし、活動内容を事前に大学に報告していない場合や、定め 

られた規則を遵守せず事故を起こした場合などは、補償の対象外となるケースがありますので注意し 

てください。 

なお、学研災の「担当者マニュアル」によると、補償の対象となる事故は『大学が認めた団体の管理 

下で行う文化活動と体育活動』となっており、「団体の管理下」が以下のとおり定義されていますので 

参考にしてください。 

※「団体の管理下」とは、団体の活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動を行ってい 

る間のことで、次のような場合が対象となります。 

①所定の場所、時間に集合し待機している間 

②団体の活動実施中、移動中および休憩中 

③所定の場所、時間に解散のため待機している間 

課外活動中に事故が発生した場合は、20 日以内に医務室を訪問するようにしてください。なお、長期入院

等のため期限内に手続ができない場合は、学生部もしくは医務室まで連絡してください。また、本人が連絡

できない場合は、代理人による報告でも支障ありません。 
 

２－２. 父母の会課外活動傷害見舞金 

「学研災」が指定する治療日数に満たない課外活動中の事故に対し、父母の会では医療機関で支払っ 

た費用の 3分の 2を援助しています。(援助できる金額は、5万円が上限。)。援助の対象となる傷害は 

「学研災」とほぼ同様で、申請書類は父母の会事務室で配付しています。なお、父母の会に入会して 

いない場合は、援助の対象となりません。 

 

課外活動中に事故が発生した場合 

⇒20日以内に医務室を訪問 

⇒治療日数が 14日以上 ・・・学生教育研究災害傷害保険(「学研災」) 

(入院加算金は入院 1日目から医療保険金の支払いの有無に関係なく支払われます) 

⇒治療日数が 14日以下・・・父母の会課外活動傷害見舞金 
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３. ＡＥＤ・救命処置の流れ 
（次ページ、東京消防庁作成「救命処置の流れ（心肺蘇生法とＡＥＤの使用）」参照） 

３－１．ＡＥＤについて 
心臓突然死は、しばしば心室細動という重症の不整脈によって引き起こされます。 
ＡＥＤは、電気ショックを与えることで心室細動を取り除き、心臓の機能を正常に近い状態に戻すことが

できる装置です。ＡＥＤの使用が１分遅れるごとに 7％から 10％の割合で生存率が低下すると言われてい

ます。甲南大学では、キャンパス内にＡＥＤを設置するとともに、クラブに所属する学生を対象として年

3 回のＡＥＤ講習会を開催しています。 

     ※すべてのＡＥＤ設置場所にこのマークを掲示しています。 

 
【設置場所】  
① 防災ｾﾝﾀｰ 

② 3 号館 1 階事務室前 

③ iCommons2 階 医務室 (貸出し用) 

④ iCommons2 階 Fitness Room 前 

⑤ iCommons3 階 iSpot 横 

⑥ 7 号館管理人室前 

⑦ 13 号館学生ﾗｳﾝｼﾞ前 

⑧ 図書館 1 階カウンター 

⑨ ｻｲﾊﾞｰﾗｲﾌﾞﾗﾘ内（5 号館 3 階） 

⑩ 講堂兼体育館 1 階ﾛﾋﾞｰ 

⑪ ｽﾎﾟｰﾂ・健康科学教育研究ｾﾝﾀｰ六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ事務室内 

⑫ 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北体育館入口(守衛室前) 

⑬ 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ Ship3 内 

⑭ 西宮ｷｬﾝﾊﾟｽ管理事務室前 

⑮ ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｷｬﾝﾊﾟｽ医務室前 

⑯ 白川台ｷｬﾝﾊﾟｽ警備室前 

⑰ 新西宮ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ艇庫 
 

 
 
 
３－２．救命処置について（東京消防庁「応急手当の基礎知識」より抜粋） 
 心臓や呼吸が止まった人の治療はまさに１分１秒を争いま

す。図 1 を見てわかるように、心臓や呼吸が止まった人の命

が助かる可能性は、その後約 10 分の間に急激に少なくなっ

ていきます。このようなとき、まず必要なことは「すぐに 119
番通報する」ことです。119 番通報が早ければ早いほど、病

院に早く到着できます。また、病院に到着するまでの間も、

救急隊員による救急処置をより早く受けることができます。

しかし、それだけでは十分ではありません。救急車が到着す

るまでには全国平均で 6 分間以上かかります。救急車が来る

まで手をこまねいていては、助かる命も助けられないことに

なります。そこで、そばに居合わせた人による救命処置が必

要になるのです。 
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４. 熱中症予防について 

(公益財団法人日本体育協会スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブックより抜粋) 

４－１. 熱中症とは 

熱中症とは、暑さによって生じる障害の総称で、熱失神、熱疲労、熱けいれん、熱射病などの病型があ

ります。運動をすると大量の熱が発生します。一方で、皮膚血管の拡張と発汗によって体表面から熱を

放散し、体温のバランスを保とうとしますが、暑いと熱放散の効率は悪くなります。このような状況で

生理機能の調節や体温調節が破綻して熱中症は起こります。暑いときのスポーツ活動では熱中症が起こ

りやすいので、熱中症の兆候に注意し、適切に対処する必要があります。スポーツでおもに問題となる

のは熱疲労と熱射病です。重症の病型である熱射病では死亡率が高いので、熱射病が疑われる場合には

一刻をあらそって身体冷却をしなければなりません。 

 

４－２. 熱中症の病型 

【熱失神】 

炎天下にじっと立っていたり、立ち上がったりした時、運動後などにおこります。皮膚血管の拡張と下

肢への血液貯留のために血圧が低下、脳血流が減少しておこるもので、めまいや失神(一過性の意識消

失)などの症状がみられます。足を高くして寝かせると通常はすぐに回復します。 

【熱けいれん】 

汗には塩分も含まれています。大量に汗をかき、水だけ(あるいは塩分の少ない水)を補給して血液中の

塩分濃度が低下したときにおこるもので、痛みをともなう筋けいれん(こむら返りのような状態)がみら

れます。下肢の筋だけでなく上肢や腹筋などにもおこります。生理食塩水(0.9%食塩水)など濃い目の食

塩水の補給や点滴により通常は回復します。 

【熱疲労】 

発汗による脱水と皮膚血管の拡張による循環不全の状態であり、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き

気などの症状がみられます。スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給することにより通常は回復しま

す。嘔吐などにより水が飲めない場合には、点滴などの医療処置が必要です。 

【熱射病】 

体温調節が破綻し、過度に体温が上昇(40℃以上)して脳機能に異常をきたした状態です。種々の程度の

意識障害がみられ、応答が鈍い、言動がおかしいといった状態から進行するとこん睡状態になります。

高体温が持続すると脳だけでなく、肝臓、腎臓、肺、心臓などの多臓器障害を併発し、死亡率が高くな

ります。死の危険のある緊急事態であり、救命できるかどうかは、いかに早く体温を下げられるかにか

かっています。救急車を要請し、速やかに冷却処置を開始します。 

 

４－３.教急処置 

熱中症を4つの病型に分けて、病態と対処法を説明しましたが、実際の例ではこれらの病型に明確に分

かれているわけではなく、脱水、塩分の不足、循環不全、体温上昇などがさまざまな程度に組み合わさ

っていると考えられます。したがって、救急処置は病型によって判断するより重症度に応じて対処する

のがよいでしょう。 暑い時期の運動中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まず、重症な

病型である熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温(直腸温40℃以上）と意識 
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障害であり、応答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも意識障害がみられる場合には熱射病を疑い、救

急車を要請し、涼しいところに運び、速やかに身体冷却を行います。意識が正常な場合には涼しい場所

に移し、衣服をゆるめて寝かせ、スポーツドリンクなどで水分と塩分の補給を行います。また、うちわ

などで扇ぐのもよいでしょう。吐き気などで水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴な

どの治療が必要です。 

大量に汗をかいたにもかかわらず、水だけしか補給していない状況で熱けいれんが疑われる場合には、

スポーツドリンクに塩を足したものや、生理真理（0.9%食塩水）など濃い目の食塩水で水分と塩分を補

給します。 

このような処置をしても症状が改善しない場合には、医療機関に搬送します。現場での処置によって症

状が改善した場合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少なくとも翌日までは経過観察が必要です。 

 

参考)公益財団法人日本体育協会熱中症予防のための運動指針 

 

WBGT 
WBGT が用意出来ない時の指針   

湿球温度 乾球温度   

31℃以上 27℃以上 35℃以上 運動は原則禁止 
皮膚温より気温が高くなる。特別の場合・(練習

環境が異なる場合等)以外は運動は中止する。 

31〜28℃ 27〜24℃ 35〜31℃ 
厳重警戒 

(激しい運動は中止) 

熱中症の危険が高いので、激しい運動や持久

走など熱負担の大きい運動は避ける。 

水分補給を行う。体力の弱いもの、熱さに慣れ

ていない者は運動中止。 

28〜25℃ 24〜21℃ 31〜28℃ 
警戒 

(積極的に休養) 

熱中症の危険が増すので、積極的に休息を取

り水分補給する。激しい運動では、30 分おきぐ

らいに休憩を取る。 

25〜21℃ 21〜18℃ 28〜24℃ 
注意 

(積極的に水分補給) 

熱中症による死亡事故が発生する可能性があ

る。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の

合間に積極的に水を飲むようにする。 

21℃まで 18℃まで 24℃まで 
ほぼ安全 

(適宜水分補給) 

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜、水分

の補給は必要である。市民マラソンなどでは、こ

の条件でも熱中症が発生するので注意。 

WBGT 計（湿球黒球温度)    

屋外：WBGT＝ 0.7×湿球温度 + 0.2×黒球温度+ 0.1×乾球温度  

屋外：WBGT＝ 0.7×湿球温度 + 0.3×黒球温度  

○環境条件の評価は、WBGT が望ましい。   

○湿球温度は、気温が高いと過小評価されるばあいもあり、湿球温度を用いる場合には、乾球温度も参考にする。 

○乾球温度を用いる場合には、湿度に注意。湿度が高ければ、1 ランク上の厳しい環境条件の注意が必要。 
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５．気象警報(雷警報含む)発令時の対応 

暴風警報発令時 ⇒ 大学から連絡があります。指示に従ってください。 

雷警報発令時   ⇒警報の情報は提供されません。 

(雷が確認された時、警報が発令した時は直ぐに避難すること) 

指導者は各自、気象情報に留意し活動を行い、必要と思われる場合は情報の収集に努めること。 

 

５－１. 暴風警報について 

暴風警報が「兵庫県阪神」の地域に発表された場合は、岡本キャンパス敷地内と六甲アイランド総合体

育施設への立ち入りを禁止します。講義時間中であれば授業を中止し、直ちに帰宅するよう皆さんに連

絡します。なお、課外活動も同様の取扱いとなりますの 

で、活動中であっても、できるだけ速やかに施設から退去することを心掛けてください。六甲アイラン

ド総合体育施設については、暴風警報が発表されてから1時間以内にスクールバス等を利用して六甲ア

イランドから退去することを目標にしています。 

また、平成25年8月30日から運用が開始された「特別警報」には、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴

風雪の6種類があります。「特別警報」は「暴風警報」と同様に、テレビやラジオなどのメディアを通

じて伝達され、授業などの取り扱いは、原則として「暴風警報」と同じ対応を想定しています。 

なお、警報が解除された時間により、下記のように授業開始時間が異なりますので注意してください。 

【暴風警報・特別警報が解除された場合の取扱い】 

解除された時間 午前7時まで 7時から11時まで 11時以降 

授業開始時間 午前9時 午後1時 授業なし 

 

５－２.雷警報について 

以下、日本ラグビー協会の「雷に関する注意」です。指針の一つとして参考のこと。 

1. 突風、急激な気温低下、激しい雨、雷鳴、雷光、等予兆現象があった場合は状況を判断し早急に

練習、試合を中止する。 

2．雷注意報、警報の発令があり落雷の危険性が高いと判断した場合は直ちに練習、試合を中止す

る。 

3. 付近で落雷のあった場合は、樹木、ポール、電柱等5m以上の物体を探し4m以上離れた場所に避難

する。 

4. 周辺に高い物体がない場合は姿勢を低くし速やかに移動する。 

5. 周囲への落雷が激しく、逃げられない時は、その場で両足を揃えてしゃがみ、目を閉じ、指で両

耳穴をふさぐ。 

6. 雷に関する情報は 

・気象庁 

・日本気象協会 

・気象サービス 等で確認する。 
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Ｃ．各種申請・利用方法 

【申請届出一覧表】 
 

申請項目 提出書類 提出先 提出期限 ページ 

課外活動の継続 課外活動団体継続届 学生部 ２月中旬 Ｃ－33 

幹部交代、追加、記載事項変更時 課外活動団体幹部リスト 学生部 １週間以内 Ｃ－33 

指導者交代、追加、記載事項変更時 課外活動団体指導者リスト 学生部 １週間以内 Ｃ－33 

顧問変更時 顧問変更届 学生部 その都度 Ｃ－33 

合宿・遠征時 

合宿(遠征)・旅行届【２部】 

参加者名簿【２部】 

必要に応じ参加同意書添付 

学生部 ７日前まで 
Ｃ－33

～34 

学内外で演奏会や発表会、講習会など

を行う場合 

学内集会届・学外集会届・催

物参加届、パンフレット・チ

ラシ(あれば) 

学生部 ７日前まで Ｃ－34 

試合への参加 

試合参加届 

宿泊を要する時は「合宿(遠

征）・旅行届」【２部】 

「参加者名簿」【２部】 

学生部  Ｃ－33 

大学構内や周辺へのバス・トラックな

どの駐車 
バス・トラック乗用車入構届 学生部 ５日前まで Ｃ－34 

岡本キャンパス駐車場利用 駐車場使用許可願 学生部 ５日前まで 
Ｃ-14

～15 

六アイ施設駐車場利用 
（指導者登録後、利用許可証

を発行） 
学生部  Ｃ－14 

六アイ施設・岡本体育館における公式

試合・練習試合・定期戦開催 

施設使用申請届【様式 1】 

※公式戦の場合は１ヶ月前ま

でに協会・連盟からの試合開

催に関する申請書添付 

学生部  
Ｃ－

6・8 

六アイ施設・岡本体育館 通常利用 予定表記入用紙 
体育会本

部 
前月 14日 Ｃ-5 

月間予定表提出後の予約内容を変更、

追加 

施設使用変更・申請書 

【様式 2】 
スポ健  Ｃ-6 

六アイの更衣室・ミーティングルーム 

講堂兼体育館の貴賓室を使用する場合 

付帯施設使用申請書 

【様式 3】 
スポ健  Ｃ-6 

他の大学や高校生との合同練習をする

場合 

合同練習開催届 

【様式 5-1】 
学生部  Ｃ-7 

合同練習参加者名簿 

【様式 5-2】 
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申請項目 提出書類 提出先 提出期限 ページ 

高校生との合同練習で顧問の先生の引率

が無い場合 

合同練習参加申請書 

【様式５－３】 
学生部  Ｃ－７ 

陸上競技場（インフィールド）利用 施設使用申請書 学生部  Ｃ－14 

甲南中高による六アイ施設の単独利用 
六甲アイランド体育

施設使用申請書 

中高事務室

⇒スポ健 
 Ｃ－７ 

六アイ施設においての急な利用変更 緊急利用申請書 北守衛室  Ｃ－13 

小中高生を対象としたイベントを開催す

る場合 

小中高生対象イベン

ト開催申請書・小中

高生対象計画書【様

式 6】 

学生部  Ｃ－７ 

教室のミーティングや集会への利用 教室使用申込書 学生部 その都度 Ｃ－15 

印刷物を発行または配布する場合 
印刷物発行・配布届 

実物 
学生部 その都度 Ｃ－34 

チラシ・ポスター類を掲示する場合 掲示届 学生部 その都度 Ｃ－34 

横断幕・垂幕掲揚 
横断幕・垂幕掲揚願

出届 
学生部  Ｄ－9 

大学の備品借用 備品使用願 学生部 

５日前まで

（大量利用

の場合は１

ヶ月前ま

で） 

Ｃ－34 

施設や設備の修繕が必要なとき 修繕依頼書 
学生部 

スポ健 
 Ｃ－36 

スポーツ推薦入学者などが入学前に練習

に参加する場合 

合同練習実施報告書 

合同練習参加申請書 
学生部  Ｄ－3 

平生記念館セミナーハウス利用 

甲南大学平生記念セ

ミナーハウス使用申

込書 

ＫＳＣ※ 

使用料を利

用の 10日前

までに振込 

Ｃ－18

～19 

カフェパンセ利用  生協  Ｃ-20 

指導者更衣室利用  守衛室 その都度 Ｃ-6 

白川台キャンパスの利用  
専用の申込

みサイト 

1週間前まで

（支払は３

日前） 

Ｃ-22

～26 

 

※ＫＳＣとは「甲南学園サービスセンター大学事務室（３号館１階）」です。 
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【施設利用・申請】 
１．施設利用対象団体 
１－１．六甲アイランド体育施設 
（1） グラウンド（競技場）施設 
【北グラウンド(競技場)施設】   

競技場名  使用  使用  使用  

野球場  硬式野球部  準硬式野球部    

アメリカンフットボール場 

兼ラクロス場  
アメリカンフットボール部  ラクロス部 (男女)    

ラグビー場兼サッカー場 ラグビーフットボール部 サッカー部    

ホッケー場 

兼ハンドボール場 

ホッケー部 ハンドボール部(男女) アイスホッケー部 

フットサル部      

ゴルフ練習場 ゴルフ部     

アーチェリー場  アーチェリー部     

自動車部練習場 自動車部      
    

【南グラウンド(競技場)施設】   

競技場名  使用  使用  使用  

陸上競技場 陸上競技部（男女）     

陸上競技場インフィールド 

陸上競技部（男女） 
サッカー(公式戦・練習試合・

練習) 
※ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部(練習) 

  ※ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部(練習) ※ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部(練習) 

※硬式庭球部(練習) ※女子ラクロス部(練習)   

テニスコート 硬式庭球部     

弓道場 弓道部     

プール 水泳部     

三木記念体育館施設 卓球部 チアリーディング部 日本拳法部 
    

◇六アイグラウンド使用細則第 3 条(使用の資格)に則り、体育会本部により選考され、スポーツ・健康科学教育研究 セン

ター所長と学生部長の承認を受けた。 

◇野球場、アメリカンフットボール場兼ラクロス場、ラグビー場兼サッカー場、ホッケー場兼ハンドボール場を使用している団体

に限り、許可を得た上で、公式戦でのウォーミングアップスペースとして前述施設を使用することができる。                                          

◇※印については使用の優先順位に関する事項あり。 
    

(2)体育館施設    

競技場名  使用  使用  使用  

柔道場 柔道部     

剣道場 剣道部     

合気道場 合気道部     

空手場 空手部     

少林寺拳法場 少林寺拳法部     

ライフル射撃練習場 ライフル射撃部     
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１－２．岡本 講堂兼体育館施設 

＜規定第 3条 (3) 〜体育館利用の基本時間区分〜＞ 

 

【月間予定表提出時に講堂兼体育館利用を申請できる団体】 

バスケットボール部・女子バスケットボール部・バレーボール部・体操競技部・バドミントン部 

女子ハンドボール部・ハンドボール部・チアリーディング部（ステージのみ) 

【月間予定表がホームページにアップ後から追加申請できる団体】 

上記の月間予定表提出時に講堂兼体育館を申請できる団体とフェンシング部 

 

※注意事項 

 

・規定第 3条 (4) において、試合や行事等で講堂兼体育館を利用する場合は、利用申請できる 

体育会団体と交渉し内諾を得た上で 1ヶ月前までに申請書類を提出すること 

 

・体育会クラブ活動における使用に関して変更を希望する場合は、体育会本部へ要望書を提出すること。 

申請書受理後、体育会本部・スポーツ健康科学教育研究センター・学生部と共に申請内容を検討いたします。 
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２. 六甲アイランド総合体育館・岡本キャンパス講堂兼体育館利用について 
岡本キャンパスの講堂兼体育館と六甲アイランド総合体育施設は、普段の練習だけでなく他大学との練習試合

や高校生との合同練習にも使用できます。練習で使用する場合は、各クラブから学生部やスポーツ・健康科学

教育研究センターに報告する必要はありませんが、他大学と練習試合をする場合や、高校生と一緒に練習する

場合は、書類を提出して許可を得なければ使用することができません。 
 
（1）月間予定表の提出について 
体育会各団体は必ず 14 日までに月間予定表を体育会本部に提出してください。 
学生の課外活動における使用は、体育会本部においてあらかじめ選考し、学生部長およびスポーツ・健康科学

教育研究センター所長が承認した団体に限ります。 
体育会本部は、毎月 18 日までにスポーツ・健康科学教育研究センター事務室へ月間予定表を提出してくださ

い。スポーツ・健康科学教育研究センターが月末までに月間予定表をアップします。 
 
 
 
             施設使用予定表について 
 「施設使用予定表」は、スポーツ・健康科学教育研究センターのＨＰに月末に掲載されることに 
 なっていますが、体育会本部からの集計違いや、変更後の連絡がうまくいっていないなどのトラブル 
 が頻繁に発生しています。各クラブの主務は、自分たちの申請が「施設使用予定表」に間違いなく 
 反映されているかどうか必ず確認するようにしてください。申請内容がＨＰと異なる場合は、でき 
 るだけ早く体育会本部及びスポーツ・健康科学教育研究センターに申し出てください。 



 

 

【六甲アイランド総合体育施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スポ健 体育会本部 各クラブ 中高事務室 

8 日 
データ送信 データ受信     

  申込書配布 申込書受領   

9 日         

10 日         

11 日         

12 日         

13 日         

14 日   申込書受領 申込書提出   

15 日         

16 日   データ作成     

17 日         

18 日 データ受信 データ送信     

19 日 予定表(案)作成       

20 日 予定表(案)送信     予定表(案)受信 

21 日         

22 日       
顧問に希望聴取 

23 日       

24 日         

25 日 予定表(案)受信     予定表(案)送信 

26 日         

27 日 予定表完成       

28 日 予定表公開 内容確認 内容確認 内容確認 

29 日     申請と異なる場合は 
体育会本部に申し出 

  

30 日       

31 日 予定表確定       

 

予定表データ 

予定表記入用紙 

スポ健 体育会本部 

各クラブ 

スポ健 

スポ健 

体育会本部 

体育会本部 

データ(送信) 

8 日まで 

データ(提出) 

18 日まで 

受領確認 

申込書(配布) 

申込書(提出) 

14 日 

予定表（案） 

スポ健 中高事務室 

各クラブ 

スポ健 中高事務室 

メール 

20 日 

報告 

25 日まで 

予定表 スポ健 
体育会本部 

スポ健 

各クラブ 

公開 

28 日まで ※申請と異なる場合は体育会本部に申し出る。 

確認 

施設予定表作成フロー 
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【講堂兼体育館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 スポ健 体育会本部 各クラブ 

8 日 記入用紙配付 記入用紙受領  

9 日  記入用紙配付 記入用紙受領 

10 日    

11 日    

12 日    

13 日    

14 日  記入用紙受領 記入用紙提出 

15 日    

16 日    

17 日    

18 日 記入用紙受領 記入用紙提出  

19 日 予定表(案)作成   

20 日 予定表(案)送信 予定表(案)受信  

21 日    

22 日    

23 日 予定表完成 確認報告  

24 日    

25 日    

26 日    

27 日    

28 日 予定表公開 内容確認 内容確認 

29 日   
申請と異なる場合は 
体育会本部に申し出 30 日   

31 日 予定表確定   

 

予定表記入用紙 

スポ健 体育会本部 

各クラブ 

スポ健 体育会本部 

配布 

8 日まで 

提出 

18 日まで 

配布 

提出 

14 日 

予定表（案） 

スポ健 体育会本部 

スポ健 体育会本部 

メール 

20 日 

確認 

25 日まで 

予定表 スポ健 
体育会本部 

スポ健 
各クラブ 

公開 

28 日まで ※申請と異なる場合は体育会本部に申し出る。 

確認 

施設予定表作成フロー 
H
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（2）練習試合を開催する場合「様式 1」 
他大学と定期戦を開催する場合や社会人チームと練習試合を行う場合は、「様式 l」に開催日時・対
戦相手・使用施設などの必要事項を記入して、1 週間前までに学生部に提出しなければなりません。
公式戦や定期戦を行う場合は、事前に学生部またはスポーツ・健康科学教育研究センターに相談する

ようにしてください。なお、テントや椅子などの使用を希望する場合も学生部に「備品借用願」を提

出してください。 
 

（3）公式試合を開催する場合「様式 1」 
練習試合の場合は「様式 1」の提出だけで大丈夫ですが公式戦を開催する場合は 1ヶ月前までに、協
会や連盟からの試合開催に関する申請書を添付して申請しなければなりません。公式戦での使用を

希望する場合は、会議を開いて決めなければならないこともありますのでなるべく早く提出してく

ださい。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（4）予約内容を変更する場合「様式 2」 
予約内容の変更を希望する場合や追加する場合は「様式 2」をスポーツ・健康科学教育研究センター
事務室に提出してください。クラブ同士で話し合って時間を変更することになった場合でも、守衛室

に連絡する必要があるので、必ず書類を提出してください。なお、先約があるため使用を諦めている

クラブがあるかも知れませんので、キャンセルする際も必ず届け出るようにしてください。 
また「施設使用予定表」の空いている時間帯を使用する場合も「様式 2」に必要事項を記入し申請し
てください。 

 
（5）更衣室やミーティングルーム・講堂兼体育館の貴賓室を使用する場合「様式 3」 

六甲アイランド総合体育施設の更衣室やミーティングルーム、講堂兼体育館の貴賓室を使用する場

合は「様式 3」に必要事項を記入しスポーツ・健康科学教育研究センターまで提出してください。施
設の予約状況は、ホームページで確認してください。 
指導者が更衣する場合は、守衛室に指導者更衣室の開錠を申し出てください。 

【甲南生が参加しない公式試合について】 
甲南大学の体育施設は、体育の授業、先生の教育活動、学生の課外活動など、大学に所属す

る人びとが優先的に使用する施設として作られています。甲南大学が他大学と対戦する試合

は、ほぼ無条件で開催を認められていますが、甲南生が参加しない場合は、公式試合であっ

てもすべてが認められる訳ではありません。過去に教育委員会主催の行事や兵庫県体育連盟

が主催し全国大会につながる大会などは認められた実績はありますが、内容によっては会議

を開いて決めなければならない大会もありますので、開催を希望する場合は、できるだけ早

く学生部かスポーツ・健康科学教育研究センターに相談してください。 



  R3.3.2 

C-7 
 

 
（6）合同練習を行う場合「様式 5」 

   他の大学や高校生と一緒に練習をする場合は、「様式 5-1（合同練習開催届）」と「様式 5-2（合同

練習参加者名簿）」を学生部に提出してください。参加者名簿は、一覧表を添付しても構いません。

中学生と高校生が合同練習に参加する場合は、顧問の付き添いが必要となります。 
中学生または高校生が顧問の付き添いがない場合は、「合同練習参加申請書」《様式 5-3》が必要と

なります。他大学と練習する場合と高等学校の顧問の先生が引率する場合は「様式 5-3（合同練習

参加申請書）」を提出する必要はありません。 
 

（7）小中高生を対象にイベントを行う場合「様式 6」 
  小中高生を対象としたイベントを開催する場合は 1 ヶ月前までに、「小中高生対象イベント開催申

請書」と小中高生対象計画書」を学生部に提出してください。 
  それ以外に学外者を招いてイベントを行う場合は、必ず学生部かスポーツ・健康科学教育研究セン

ターに相談してください。 
 
（8）甲南高等学校の生徒が施設を使用する場合 
  甲南高等学校・中学校の生徒が大学生と一緒に練習する場合は、上記（6）と同じ手続きで施設を

利用できますが、単独で使用する場合は、以下の手続きが必要となります。 
①甲南高校の顧問の先生が同一種目のクラブの主務に連絡を入れる。 

   ②複数のクラブが、施設の使用権を持っている場合は、他のクラブに主務から連絡が入る。 
   ③予定が入っていない場合、クラブの主務は、その旨を伝える。 
   ④各クラブが使用していない場合は、高校の顧問から申請書がスポーツ・健康科学教育研究セン

ターに提出される。 
   ⑤スポーツ・健康科学教育研究センター事務室は、月間予定表に予約内容を入れる。 
 

甲南高校が参加する練習試合や公式戦の場合は、「六甲アイランド体育施設使用申請書」で申請で

きますが、甲南高校が出場しない公式戦の開催は、原則として認められていませんので注意してく

ださい。 
 

（9）スポーツ能力に優れた者の推薦入学試験にかかる要望書について 

スポーツ推薦の競技種目の追加や人数の増枠を希望する場合は、「スポーツ能力に優れた者の推薦

入学試験募集競技種目追加申請書（所定様式）」を学生部に提出してください。 
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「様式 4」 
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３トレーニングルームの利用について 
３－1. 利用にあたって 

トレーニングルームを使用するためには、基礎体育学演習のトレーニング講習会を受講するか、年数回開催

される講習会に参加した者に発行される「利用許可証」が必要となります。トレーニングルームは、授業で

も使用しますので、下記のように使用時間が限られています。これ以外にメンテナンス等のため休館するこ

とがありますので、開館に知や開館時間は、トレーナーに尋ねてください。 
◎岡本校地 トレーニングルーム 
（月～金）14 時 30 分～19 時 30 分 
（土・日）休み 
（祝日）授業実施日のみ開館 
（春・夏休業期間）月～金 13 時～18 時 
◎六甲アイランド校地 トレーニングルーム 
（月）休み 
（火～金）14 時 30 分～20 時 30 分 
（土・日・夏休業期間）9 時 30 分～15 時 30 分 
（春休業期間）火～日 9 時 30 分～16 時 30 分 
※スポーツ・健康科学教育研究センターHP に開館カレンダーを掲載しています。 
 
３－２.使用にあたっての注意事項  
トレーニングルームには、使用方法を誤ると危険な器具がたくさんありますので、スポーツ・健康科学教育研

究センターの先生やトレーナーの指示・指導に従うとともに以下の注意事項を守って安全に気持ちよく利用し

てください。 
① 土足は厳禁です。また、はだしやサンダル履きでも使用も禁止します。（トレーニングルームでは室内履

きに履き替えること。また、廊下ではできるだけスパイクで歩かないこと） 
② 練習中や練習後のユニフォームでの入室は禁止します。 
③ 上半身裸での利用は禁止します。 
④ 安全第一を心掛け、器材を大切に扱うこと。 
⑤ 器具に故障や不調があった場合は、速やかに教職員かトレーナーに報告すること。 
⑥ 飲食禁止（ただし、指定された場所における水分補給は許可します） 
⑦ 各自の持ち物は、荷物置き場またはロッカーんに置き、貴重品は各自管理すること。 
⑧ タオルは必ず持参し、汗で器具が汚れた場合は、雑巾で拭きとること。 
⑨ 窓を開けた場合は、トレーニング終了時には必ず閉めること。 
⑩ トレーニング前後もはウォーミングアップとクールダウンをしっかり行うこと。 
⑪ 体調の悪い時にはトレーニングを行わないこと。 
⑫ プラットホーム上へプレートを落下させないこと（緊急の場合は除く） 
⑬ 他の利用者の迷惑となるような行為（騒ぐ、走り回る）は厳に慎むこと。 
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３－３.団体利用について 
トレーニングルームは、個人で使用するだけでなく、クラブのメンバーがまとまって使用することもできま

す団体で利用する場合は、以下の注意事項をよく読んで、提出期限や提出先を遵守するようにしてください。 
① 原則として週３回以内、１回あたり２時間までとします。 
② 「トレーニングルーム団体利用予約申請書」に必要事項を記入し、トレーナーに提出してください。顧

問印のないものや期限を超過したものを受理しません。 
③ 毎月の予約は、毎月 20日～月末までに申請してください。 
④ キャンセルは、1 週間前までに申し出てください。キャンセルの申し出をしない場合は以降の団体利用
を認めないことがあります。 

⑤ 同じ時間帯の予約は、原則として２団体までとします。 
⑥ トレーニング終了後は、器具等を片付け守衛室に報告してください。 
⑦ ルールを守らない団体には、利用を停止し、以降の予約を受け付けません。 
⑧ 団体利用するクラブには、清掃当番をお願いすることになります。 
⑨ 有酸素系マシンの利用を希望する場合は、トレーナーに声を掛けてください。 

 
３－４.新入生の利用について  
新入生は、全員が基礎体育学演習の授業でトレーニングルーム講習会を受講することになっています。本来で

あれば、「利用者証」を提示しなければトレーニングルームを利用することはできませんが、第 4 週の授業で
「利用者証」を配布するまでの期間は、下記の方法でトレーニングルームを利用することができます。 
＜利用手順＞ 
① 各団体で利用希望者名簿を作成。（クラブ名・学籍番号・氏名を記載） 
② スポーツ・健康科学教育研究センター岡本事務室へ名簿を提出。 
③ トレーニングルーム利用時に「学生証」提示。 
以上の手続きでトレーニングルームを利用することができます。 

 
４.緊急利用の申請について  
六甲アイランドの野外施設で練習する予定だったが、降雨のため講義室でのミーティングに変更するときや、

共同の利用団体が練習試合のため急遽施設を使用しなくなったときに使用してください。六甲アイランド総

合体育施設の予約は、スポーツ・健康科学教育研究センター事務室を通すことになっていますが、スポーツ・

健康科学教育研究センター事務室に申請できない場合に限り、この申請書を使用してください。 
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５. 陸上競技場（インフィールド）使用について 
 陸上競技部が六甲アイランド総合体育施設の陸上競技場を使用していない場合に限り、他の 

課外活動団体は陸上競技部のインフィールドを予約することができます。 
予約時間は原則として３時間以内とし、週２回まで予約することができます。 

 インフィールドでの練習を希望する場合は、体育会本部を通じて学生部とスポーツ・健康科学 
教育研究センターに申請するとともに、練習内容報告書に必要事項を記入して学生部に提出 
しなければなりません。一度、学生部とスポーツ・健康科学教育研究センターから承認を得た 
クラブは、下記の 2.3.の手続きを省略できます。 
 

1. 陸上競技部がトラックを使用している時間帯は使用できない。 
2. 使用を希望する課外活動団体（体育会）は体育会本部を通じて学生部長およびスポーツ・健康科学教

育研究センター所長に申請する。 
3. 使用を許可された課外活動団体（体育会）は、使用方法を事前に学生部に申告し、その承認を得る。 
4. 学生部の承認を得た団体は、施設使用予定表が発表された翌日以降に申請が可能。 
5. スポーツ・健康科学教育研究センターが開室していないため、事前に申請できない場合は、北守衛室

に申請する。 
6. 予約時間は、原則として１回につき３時間以内とし、同一の時間帯に最大２団体の予約を受け付ける。 
7. 予約回数は、各団体原則として１週につき２回までとする。 
8. インフィールドでは、陸上競技場使用上の注意事項を順守しなければならない。 
9. インフィールドでは、金属スパイクの使用を禁止する（スパイクの種類によっては使用可）。 

 
６. 車の乗り入れについて・駐車場の利用について 
関係者の皆さまには、甲南大学にお越しになる際は、できるだけ公共交通機関を利用していただくようお願い

していますが、やむを得ない理由で自家用車を使用して来校される場合に備え、岡本キャンパスと白川台キャ

ンパス及び六甲アイランド総合体育施設に、それぞれ数台分の駐車スペースを確保しております。 

指導者登録申請がなされ、大学より委嘱した指導者に「課外活動団体指導者登録証」を配付しています。駐車

場の利用を希望される場合は、以下に両施設の利用方法と予約方法を記しますのでご参照ください。原則、各

団体駐車可能台数は 5台までとします。なお、各キャンパス及び六甲アイランド総合体育施設とも、駐車スペ

ースに限りがありますので、満車の場合には、近隣のコインパーキングをご利用ください。 

 

①六甲アイランド総合体育施設 

指導者登録証をお持ちの方は、事前申請不要です。南側駐車場ゲート横のインターホンを押してください。警

備員が誘導いたします。指導者登録証をお持ちでない方は学生を通じて５日前までに学生部に申請をお願いし

ます。 
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②岡本キャンパス 

指導者登録証をお持ちの方は、事前申請不要です。第２駐車場（本校地北）及び第３駐車場（18号館北）が利

用できます。指導者登録証をお持ちでない方は学生を通じて５日前までに学生部に申請をお願いします。 

第５駐車場（iCommons 地下）など第２･３以外の駐車場を希望される場合は、学生通じて学生部にご相談くだ

さい。 

※指導者登録証をお持ちであっても、課外活動表彰式や OB 総会等のイベント時は駐車場をご利用いただけま

せん。 

③白川台キャンパス 

指導者登録証をお持ちの方は正門のインターホンを押してください。警備員が誘導いたします。 

指導者登録証をお持ちでない方は、事前に学生通じてKSC（甲南サービスセンター）で駐車場申請を行ってく

ださい。また、各団体の駐車可能台数を超える駐車が必要な場合も学生を通じて KSC に事前に連絡して下さい。 

なお、本学と自治体の協定により、白川台キャンパスまでの入構経路が決まっていますので、厳守してくださ

い。 

 

駐車場               台数              時間 

岡本キャンパス（第２駐車場）    15 台             8:00～22:00 

岡本キャンパス（第３駐車場）    11 台              8:00～22:00 

六甲アイランド           16 台（土日は 20台）     8:00～21:00 

白川台キャンパス          17 台             8:00～21:00 

 

７. 教室の貸し出しについて  
授業実施期間中の昼休みや放課後にミーティングや集会を行う場合は、3 号館および 10 号館南館を貸し出し

ています。教室貸し出し手続きは、学生部で行っています。 

 
８. ネットワークキャンパス東京について  

＜概要＞ 
ネットワークキャンパス東京（以下、ＮＣ東京）は、ＪＲ東京駅そばの交通至便な場所にあり、学生の首都

圏における就職活動の重要な拠点として機能しているほか、ご卒業生、ご父母のみなさま等にもご利用いた

だけるパソコンや講義・交流スペース、更衣室を備えております。 
クラブやゼミ単位での同窓会、ご卒業生と現役生との交流会などの開催に加え、ご休憩やお待ち合わせなど

にもお使いください。また、各種証明書の発行も可能です。お仕事、プライベートの旅行などで東京にお越

しの際に、ぜひお立ち寄りください。 
※ ＮＣ東京の詳細はＣ-16、Ｃ-17 のページをご参照ください。 
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９. 平生記念館・セミナーハウス利用について 
 
【平生記念館】 
この記念館は、昭和 49 年 9 月、住吉の旧平生邸跡に、甲南に学んだ同窓の者が折に触れて会合する場所とし

て、また学園の創立者である平生釟三郎先生が身をもって示された数々の遺訓を後輩たちに語りかける場所と

して、同窓会のご協力により建設されました。 
現在、平生記念館は甲南学園関係の諸会合、ゼミナール、公開講座などの催物、甲南学園同窓会の各種会合に

加え、甲南学園サービスセンターの「文化教室」に利用されています。 
 
＜利用方法について＞ 
利用希望の方は、所定の使用申込書に必要事項を記入の上、使用料を添えて記念館内の甲南学園サービスセン

ター事務所に提出してください。 
 
＜予約受付期間＞ 
会員の方 使用日の 3 ヶ月前 
一般の方 使用日の 1 ヶ月前 
[注意] 

1. 一般の方は、甲南学園〔教職員および同窓会員を含む〕の紹介が必要になります。 

2. 在学生は原則として、教師同伴に限ります。 

3. 政治運動、労働運動、宗教関係の会合、その他、会館設立の趣旨にふさわしくないお判断されるものに

ついては、利用を断ることがあります。 

 

＜使用料＞  （税込） 

 

  
室 

数 
収容人数 9～12 時 13～17 時 18～21 時 9～17 時 13～21 時 9～21 時 

小会議室 1 15 人 ￥3,300 ￥4,400 ￥5,500 ￥7,700 ￥9,900 ￥13,200 

小ホール 3 30 人 ￥3,300 ￥4,400 ￥5,500 ￥7,700 ￥9,900 ￥13,200 

中ホール 1 60 人 ￥6,600 ￥8,800 ￥11,000 ￥15,400 ￥19,800 ￥26,400 

大ホール 1 90 人 ￥9,900 ￥13,200 ￥16,500 ￥23,100 ￥29,700 ￥39,600 

 
※1 階ロビーは会員用として使用しますので、原則として一般の方はご利用できません。 
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 [補足] 
1. 甲南学園、同窓会、拾芳会の主催する会合･････無料 
2. 会合全員が会員（甲南学園の現・旧教職員、卒業生、在校生）の場合･････５割引 
3. 甲南学園父母団体、甲南小学校、甲南女子学園、甲南病院が主催する場合･････５割引 
4. 結婚披露宴は９時～１７時まで（全館貸切）･････70,000 円（税別） 
 
※毎日、９時から開館し、会合などの場合は 21 時まで利用できます。 
 臨時に休館することがありますので、詳しいことは会館に直接お問い合わせください。 
 

（所在地）神戸市東灘区住吉本町 2 丁目 29 番 15 号 
     TEL：（078）－842－0357 

（交通） ＪＲ住吉駅より北西へ、阪急御影駅より南東へ、いずれも徒歩 7 分 
 
【平生記念館セミナーハウス】 
 平生記念セミナーハウスは、平生記念館の南側の建築物です。 
 
＜利用方法について＞ 
 管理室（iCommons１階）にて、希望日時、施設を仮予約し、使用予定日の 10 日前までに所定の「使用申込

書」に記入の上、申し込んでください。 
 政治活動、宗教活動、商行為等による使用はお断りします。 
 
＜利用できる人＞ 

甲南大学、高・中学校の学生・生徒・教職員及び同窓生（宿泊は除く）、理事長が特に認めた者が利用でき

ます。 
 

＜宿泊する場合について＞ 
1. 宿泊することができるのは、学術研究活動、教育研究活動にかかわる場合、または、理事長が特に宿泊

を認めた場合に限られます。 
2. 宿泊をする場合は、使用の申し込みをする際にその旨を明記してください。 
3. 指定の場所以外での宿泊はできません。 

 
＜その他のサービスについて＞ 

1. 定められた以外の特別の催し物などをされる場合は、事前に KSC へお問合わせください。 
2. コピー機（１枚 10 円）を設置しています。 
3. 冷暖房等の空調は、各部屋で操作することができます。 
4. 公衆電話、ジュース等の自動販売機は、ホール裏のバックスペースに設置してあります。 
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１０. 食堂・パンセ利用について 
甲南大学生協では、学会、イベント、懇親会などの規模やご予算に応じてさまざまなメニューをご用意させて

いただきます。学内で手軽にパーティーを楽しみたい皆様へはケータリングサービスも承ります。 
※価格は料理内容により変動する場合がございます。利用時にご確認ください。 
 
【パーティープラン】 
規模ご予算に応じて様々な会場でのパーティープランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

お飲み物も各種ご用意しております。 
標準コース：2,000 円コース・3,000 円・4,000 円コース 
※パーティーのご予約は一週間前までにお願いいたします。 
日曜日や祝日のパーティーもご相談ください。マイク、看板、舞台、お花などの設営についての 
ご要望も承ります。 
【オードブル】 
オードブル料理のケータリングを承ります。洋風和風の様々なオードブルをご用意いたします。ゼミ・サーク

ルの打ち上げパーティーや内輪での歓迎会・懇親会などにご利用ください。 
和風オードブル 5～6 人様分 3,500 円～ 
中華風オードブル 5～6 人様分 3,500 円～ 
洋風オードブル 5～6 人様分 3,500 円～ 
お寿司盛り合わせ 3,000 円～ サンドウィッチ 1,800 円～ ミックスピザ 1,500 円～ 
【ドリンクメニュー】 
お料理とあわせてご利用ください。 
瓶ビール中瓶 500 円、缶ビール 350ml 300 円、缶チューハイ 200 円、 
麦焼酎二階堂 1,800 円、芋焼酎黒霧島 1,800 円、ワイン各種 2,000 円～ 
ソフトドリンク各種 340 円（ウーロン茶 2L、オレンジジュース 1.5L、コーラ 1.5L など） 
【コーヒー、ケーキ】 
甲南オリジナル KOCO café No836 コーヒー 210 円 
ケーキ各種 200 円～ 
シンフォニーナガノ ケーキ各種 450 円～ 
 
【お問い合わせ先】 
甲南大学生活協同組合 食堂部   
〒658-0072 神戸市東灘区岡本 9 丁目 6－4 
TEL：078－451－1371  FAX：078－451－8647  
E-mail ：dining@konan-unvcoop.or.jp 
担当：香川・平田 



  R3.3.2 

C-22 
 

１１. 白川台キャンパスの利用について 
神戸市須磨区に新たに白川台キャンパスが開設されました。白川台キャンパスには体育館やグラウンドのほか、

食堂、セミナー室、宿泊施設を備えており、クラブ活動やゼミ合宿などに利用できます。 
※詳細は C23～26 の利用案内を参照 
 
【施設利用と申込み】 
・申込みは原則として専用申込みサイトから 
・申込みは利用日の 3 か月前から受け付け。授業、大学・中高主催行事は 1 年前から。 
・申込み期限は利用日の 1 週間前まで。 
・宿泊利用はサイトから申込み後、料金を利用日の 3 日前までに払い込むことで申込確定。 
 払い込みがない場合はキャンセル。申込み確定後は原則として料金は返金しない。 
・料金払い込みは甲南大学生協にて（岡本生協総務部、CUBE Shop、First Shop） 
 
【食事と料金】 
・メニュー…ビュッフェ形式。昼食は丼・弁当など。体育会用にアレンジ可。 
・料金…1 泊 2 食付 3000 円。（昼食は 700 円～1000 円程度） 
・宿泊料は無料 
 
【無料シャトルバス】 
・施設利用申し込み時にバスも予約。（利用日の 1 週間前まで） 
・乗り場…岡本キャンパス西門（防災センター前） 
     三宮花ホテル前 
     名谷駅北交差点西側 
【所在地】 
神戸市須磨区東白川台５丁目６番 
 
１２. KONAN INFINITY COMMONS（iCommons）の利用について 

2017 年 9 月に甲南学園創立 100 周年記念事業の一環として、岡本キャンパスに「KONAN INFINITY COMMONS

（iCommons）が竣工されました。 

（正式名称）KONAN INFINITY COMMONS 

（ 愛 称 ）iCommons （アイコモンズ） 

※詳細は C27～C32 の利用ガイドブックを参照 
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【各種手続き】 
 ※以下の各種手続きは学生が行うものです。 
１. 課外活動の継続 

 課外活動を継続するためには、毎年 2 月中旬に「課外活動団体継続届」を提出しなければなりません。継続

届の記載方法や提出期日は課外活動団体継続説明会でお知らせしますので必ず出席してください。 
 
２. 幹部交替・追加・記載事項の変更 
 主将、主務などの幹部の交替や、幹部の携帯番号・メールアドレスに変更があった場合は「課外活動団体幹

部リスト」で学生部に報告してください。１週間以内にリストを提出するとともに、メールでも報告してく

ださい。なお、変更届けが提出されるまで、学生部からの連絡は旧幹部に行うことになりますので了承して

おいてください。 
【提出先アドレス】sas-seikatsu@adm.konan-u.ac.jp 

 
３. 指導者交替・追加・記載事項の変更 

監督、コーチなどの指導者の交替や、指導者の住所・携帯番号など連絡先に変更があった場合は「課外活動

団体指導者リスト」で学生部に報告してください。１週間以内にリストを提出するとともに、メールでも報

告してください。 
【提出先アドレス】sas-seikatsu@adm.konan-u.ac.jp 
なお、六甲アイランド総合体育施設の駐車場を使用できる指導者は、指導者登録をしている指導者に限って

います。 
 
４. 顧問交替について 

顧問の先生が半年以上学外に出る場合は、その期間は顧問としての指導ができませんので、該当する場合は

顧問変更届を学生部に提出してください。 
国内であっても定期的に甲南大学に出講予定がない場合、その期間指導ができませんので、顧問と相談し、

顧問変更届を学生部に提出してください。 
 
５. 合宿届・学内外集会届・試合参加届・試合参加報告書 
 課外活動は学内だけのものや、学外に及ぶものまで団体の性格や活動範囲によって異なっています。しかし、

どのような活動においても活動内容を示した書類を学生部や関係部課室に届出なければなりません。なお、

原則として１週間以内に提出をお願いします。 
提出書類は学生部課外活動メールボックスの横に備え付けると共に、学生部ＨＰにも投稿していますのでご

利用ください。 
（1） 試合に参加する場合 
 試合結果は学生部のアドレス  konansports@adm.konan-u.ac.jp に送信してください。 
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（2）合宿を行う場合 
   宿泊を伴う合宿・遠征を行う場合は、「合宿（遠征）・旅行届」「参加者名簿」を２部ずつ提出してくださ

い。（日帰りの場合は１部）。未提出の場合、保険の対象になりません。（貸切バス等で大学および大学

近辺より出発する場合は、入構許可証等の書類も必要です）様式は学生部で配布しています。一部の部

員だけが学外に遠征に行く場合も提出が必要です。 
（3）学内（学外）で催し物を開催する場合 
  学内・学外での演奏会や発表会、講習会等を行う場合は「学内集会・学外集会・催物参加届」を提出し

てください。催しの内容が記載されたパンフレットやチラシがあれば２部以上添付してください。 
（4）その他 
  大学構内や周辺にバス・トラック等を駐車する場合は「バス・トラック・乗用車入構届」の提出をお願

いします。当日の提出の場合はお断りする事があります。 
 

６. チラシ・ポスター・看板 配布、掲出 
 印刷物を発行または配布しようとするときは、実物１部に「印刷物発行・配布届」を添えて学生部に提出し

てください。ポスターや看板の掲出を希望する場合は、事前に学生部に申し出てください。 
１回の申し込みで 10 日間掲出できますが、継続を希望する場合は、更新手続が必要になります。 
ただし、大学祭期間中は、自治会の許可が必要になります。 

 
７. 大学構内や周辺へのバス・トラック等の駐車 

大学構内や周辺にバス・トラック等を駐車する場合は「バス・トラック・乗用車入構届」の提出をお願しま

す。当日の提出の場合はお断りする事があります。 
 
８. 大学の備品借用について 
 大学で管理の備品を使用したい場合は「備品借用願」を借用日の 5 日前までに学生部に提出してください。

大量利用の場合は１ヶ月前までに提出してください。申請日当日の貸出はお断りする事があります。六甲ア

イランドでテントや簡易観覧席を使用する場合は、試合開催届の備考欄に記入してください。暗幕の使用希

望者は文化会常任委員会に相談ください。 
＜備品一覧＞ 
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９. 廃棄物処理・ごみ処理  

家電リサイクル法により、テレビや冷蔵庫を廃棄する場合は有料です。部室のテレビや冷蔵庫を処分する場

合は、学生部に相談してください。 
ゴミを捨てる場合は、燃えるゴミとそれ以外を分別して iCommons地下のゴミ集積場に持参してください。

なお、ゴミ袋に入りきらない大きなゴミを捨てる場合は、学生部まで申し出てください。課外活動中に発生

したゴミは、原則として持ち帰ってください。大学のゴミ集積所に捨てる場合は、事前に学生部に相談に来

てください。近隣のゴミ集積所には絶対に放置しないでください。 
 

10. 学割・JR 団体割  
（1）学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）について 
 大学生の修学上の経済負担を軽減し、大学教育の振興に寄与することを目的とした制度です。下記の目的

のため片道 100ｋｍ（JR 各社の営業キロ）を超える旅行をする場合、JR 各社の運賃（乗車券のみ）が 2 割

引きになります。 
① 休暇、所用による帰省 ②正課の教育活動 ③正課外の教育活動 
④ 就職または進学のための受験等 ⑤見学または行事への参加 ⑥傷病の治療 
⑦ 保護者の旅行への随行 

 ◇学割証は、証明書発行機（iCommons2 階、平日 8：00－22：00、日曜・祝日以外※夏期休業時には変更

があります）で即時発行しています。（１日２枚まで） 
※注意事項 

  ① 学割証の有効期間は、発行の日から 3 ヶ月です 
② 乗車券の購入時には学生証の提示が必要です 
③ 学割証で購入した乗車券を使用する際には、学生証を必ず携帯し、係員の請求があるときには提示し

てください 
④ 記入人以外に、譲渡・貸予することはできません 

 
（2）学生団体旅行割引制度 

団体割引は８名以上の学生が専任教職員１名以上に引率されて同一行程の旅行をする場合に適用されま

す。JR 各社の所定の用紙を学生部に持参し証明を受けてください。 
鉄道の場合、運賃（乗車券）の 50％が割引になり、バスの場合は 20％割引となっています。 

 
団体割引制度を利用する場合は、旅行代理店 JR の「みどりの窓口」にある団体旅行申込書に必要事項を

記入して学生部に持参してください。 
なお、申請は、旅行開始日の９ヶ月前から 14 日前までとなっています。 
また、「合宿（遠征）・旅行届」が提出されていない場合は、受付できないことがありますので注意してく

ださい。 
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１１. 修繕依頼について  
課外活動で利用している施設や設備に不具合がある場合は、学生部かスポーツ・健康科学教育研究セン

ター事務室に相談に来てください。言葉による説明だけでは良く分からないことがありますので、故障

の箇所の写真を提示して説明するようにしてください。 
部室の蛍光灯が切れているとき、扉や窓が開閉しにくいときなどは「修理依頼書」に必要事項を記入して

学生部かスポーツ・健康科学教育研究センターに申し出てください。 
「修理依頼書」はそれぞれの事務室に用意しています。 
 
施設・設備に関する要望調査については９月に学生部よりアナウンスをし、各団体からの申し出締め切

りは10月末としておりますが、危険性がある場合はそれ以外でも速やかに学生部まで申し出てください。 
故障を放置しておくと、それが原因で怪我をすることがあるうえに、修理に余分な費用がかかることが

あります。 
なお、故意に施設や設備を壊した場合は、それぞれのクラブや個人が修理費用を負担しなければならな

いことがあります。 
 
＜不具合確認例＞ 
・扉の開閉がスムーズかどうか 
・部室や道場が雨漏りしていないか 
・コンセントが破損していないか 
・壁や床に穴があいていないか 
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D. 各種案内 
１. スポーツ強化支援各種制度について  

スポーツ強化支援室では、「スポーツ教育力の強化」を図るために、体育会団体の強化、活性化はもとより、

クラブの存続やその競技の振興を目的とした各種助成金制度を設けています。助成金を希望する団体は、各

助成金の目的等をよく理解して、申請手続きを行ってください。ただし、予算等に制限がありますので、採

択されない場合があります。各助成金は、制度ごとに詳細が異なりますので、それぞれの募集要項で詳細を

確認してください。また、各助成金制度、助成金額の上限等は、見直し・変更されることがあります。 

 

＜各種助成金の枠組み・助成金額＞ 

（1） 重点強化助成 

学園から強化指定を受けた体育会団体が、強化計画・活動計画に基づき行う活動の経費の一部を助成

します。 

 助成金額：年間１団体あたり  ＳＡは上限 500 万円 

                Ａは上限250 万円下限 80万円（いずれも税込） 

                助成金額は申請内容に基づいて査定します 

（2） 活性化助成 

強化指定団体以外の体育会団体が、技術の向上を図り、クラブを活性化するために行う、指導者にか

かる経費（報酬謝礼）を助成します。 

 助成金額：年間１団体あたりの上限は、60万円（税込） 

（3） 振興助成 

強化指定団体以外の体育会団体が、クラブの存続やその競技の振興のために行う、指導者にかかる経

費（報酬謝礼）を助成します。 

 助成金額：年間１団体あたりの上限は、10万円（税込） 

 

＜申請資格＞ 

 

 

※各助成とも、当該年度前にスポーツ強化支援室が実施する「スポーツ強化支援に関する実態調査」に回答

した体育会団体を対象とします。 
※重点強化助成の対象となる強化指定団体は学園が指定し、公表します。 
※活動停止以上の処分を受けた団体は、処分を受けた期間を含む年度の申請はできません。 
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＜スケジュール＞ 
・実態調査の実施：提出締切 １月末 
・強化指定の選定・各種制度の募集要項の公示：３月末 
 運営委員会で審査・理事長決裁で決定 
・募集締切：４月末 
・結果発表：６月中旬 
＜問合せ先＞ スポーツ強化支援室 

 
２. 追試験制度及び試験における不正行為に対する処置について  

下表に定めるやむを得ない理由で定期試験及び臨時試験を受けられなかった者に追試験を認めます。追試

験希望者は、受験できなかった授業科目の試験日を含めて 3日以内(（4）の大幅な延着に該当する場合は、

当日内）に教務部に願い出てください。 

 

(1)病気の場合（診断書またはそれに該当する証明書等添付） 

(2)配偶者及び 2親等以内の親族死亡の場合(3日間とするが、遠隔地での死亡の場合は認められた期間) 

(3)就職試験の場合（キャリアセンター所長の証明書添付） 

(4)悪天候やストライキ等により、公共交通機関が不通あるいは大幅な延着の場合（延着証明書等添付） 

(5)大学院受験の場合（募集要項及び受験票を呈示） 

(6)不慮の事故により被害にあった場合 

(7)自宅等が災害により被災した場合 

(8)教育実習の場合（教職教育センター所長の証明書添付） 

(9)オリンピック及びこれに準ずると認められる国際競技に、選手として出場した場合（証明書添付） 

(10)その他正当な事由（証明書又は理由書添付）によって受験できなかったと教務部長が所属学部長と

協議の上認めた場合 

 

詳細は教務部で確認してください。 

 
不正行為の取扱い 

カンニング等の不正行為を行った場合は、当該学期の試験時間割にある履修登録科目を全科目無効と

して、成績評価を行いません。場合によっては、４年間での卒業が困難になります。カンニングなど

の不正な手段をとることなく、正々堂々と試験を受けるようにしてください。 
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３. 新入生勧誘について  

自治会中央委員会新入生勧誘対策委員会が運営している新入生勧誘活動は、毎年 4月に行われます。各クラ

ブは、12月頃から行われる新入生勧誘活動説明会に全てに出席（新歓活動責任者 2名）し、本委員会が定め

る規則に従って新歓活動及び手続きを行ってください。欠席したクラブは、それ以降の手続きができなくな

りますので、必ず説明会に出席してください。説明会の案内は My KONAN で行います。上記の新歓期間以降

であっても、各団体はチラシの配付や看板設置が可能ですので、希望するクラブは、学生部に申し出てくだ

さい。 

 

＜新入生勧誘活動の花見やバーベキューを開催する際の注意＞ 

4月から 5月にかけて新入生を勧誘するため、各クラブが住吉川や夙川で、花見やバーベキューを開催する機

会が増えると思います。近隣の方から毎年、多くの苦情が寄せられていますので、自分たちの出したゴミは持

ち帰るようにしてください。また以下の点に注意をしてください。 

① 未成年飲酒 

② 過度の飲酒 

③ イッキ飲み 

④ 飲酒の強要 

⑤ 飲酒運転の禁止 

⑥ 大声で騒ぐなど社会人として他人に迷惑をかける行為は慎んでください。 

 

※学外で新歓行事を行う場合は、必ず学生部に届け出てください。  

４. 入学前の練習参加体制・保険加入について 
本学では「スポーツ能力に優れた者の推薦入学試験」合格者と在学生との合同練習の制度を設けています。

この制度は、甲南大学に入学する前に各クラブの練習に参加することで、クラブの雰囲気に慣れていただく

ことと、競技生活のブランクを少しでも短くすることを目的にしています。 
なお、合同練習に参加するためには、「合同練習参加申請書」の提出とスポーツ・健康科学教育研究センタ

ーが実施する「フィットネス及びコンディショニング・チェック」の受験が必要となります。入学前練習の

解禁日は、２月１日となっています。また、スポーツ推薦以外の推薦入試合格者も所定の手続きを完了した

上で入学前練習に参加できますが、この場合は実費でスポーツ傷害保険に加入していただくことになります。 
 
５. スポーツ推薦入試制度について 

甲南大学体育会課外活動団体において、スポーツ推薦入試制度だけでなく、AO 入学試験、指定校推薦入学

試験等、多種多彩な入試制度を経て入学した学生が入部し活躍しております。 
詳細は入学試験要項でご確認ください。スポーツ推薦の競技種目の追加や人数の増枠を希望する場合は「ス

ポーツ能力に優れた者の推薦入学試験にかかる要望書」を学生部に提出してください。 
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６. 表彰制度・特待生制度（甲南 100 周年記念栄誉特待生制度）について 

6－1 表彰制度について 
表彰制度には「学長表彰」と「課外活動表彰」があります。「学長表彰」は、大学在学中に文化活動やスポ

ーツ活動を活発に行い、顕著な成績を残すことにより甲南大学の名前を高めた学生を卒業式で表彰する制

度です。「課外活動表彰」は、関西大会、全国大会などで優秀な成績を収めて、甲南大学の名前を高めた団

体や個人を表彰する制度です。表彰の種類には、「甲南大学父母の会金甲賞」「甲南大学同窓会会長賞」「甲

南大学学生部長賞」があり、それぞれの基準を満たした者を毎年３月に表彰し金一封が授与されます。 
＜課外活動表彰制度一覧＞ （平成 25 年度課外活動団体等の推薦について「お願い」より抜粋） 
【学生部長特別賞】     援助額 １万円         表彰枠 1〜3 枠 
【金甲賞】         援助額 100 万円以内（総額）  表彰枠 3～5 枠 
【甲南大学同窓会会長賞】  援助額 10 万円        表彰枠  3 枠 
【甲南大学同窓会奨励賞】  援助額 3 万円         表彰枠 3 枠 
 
＜表彰基準＞ 
体育会課外活動団体所属学生がスポーツ活動において、学長表彰・課外活動表彰の対象となる活動は以下

の通りです。 
【学長表彰】 
（甲南大学学長表彰を受ける者の推薦について「お知らせ」より抜粋） 
① オリンピック、ワールドカップ、世界選手権大会等の国際大会に日本代表として選出された者 
② 全日本大会、国民体育大会又はこれに準ずる大会に出場し、第 3 位までの成績を収めた者 
③ 西日本大会、関西選手権大会等の大会に出場し、優勝した者 

【課外活動表彰】 
  【金甲賞】（甲南大学父母の会課外活動表彰に関する取扱要綱より抜粋） 

（1）課外活動において優秀な成績（業績）を収め、大学の名誉を高め、かつ、課外活動の充実および

発展に寄与した者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰を行う。 
［体育系団体の場合］ 
（ア）国際大会に日本代表として選出され、活躍した団体または個人 
（イ）全日本大会、国民大会またはこれに準ずる大会に出場し、団体戦において第 6 位まで、個人戦

においては第 8 位までの成績を収めた団体または個人 
（ウ）西日本大会、関西選手権大会等の大会に出場し、優勝した団体または個人 
（エ）関西学生 1 部リーグにおいて優勝した団体または個人 

（2）課外活動を通じて社会の発展、学術、文化、スポーツの振興、福祉の向上に貢献または奉仕し、本大

学の名誉を高め、その活動が顕著であったと認められる団体または個人に対して、表彰を行う。 
（3）課外活動を通じて国際的な学術、文化、スポーツ等の交流を行い、国際交流の発展に寄与し、本

大学の名誉を高め、その活動が顕著であったと認められる団体または個人に対して、表彰を行う。 
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【同窓会長賞・奨励賞】 
（甲南大学同窓会課外活動援助規定より抜粋） 

第１条（目的） 
 この規定は甲南大学在学生（大学院を含む）による課外の体育、文化等の諸活動に於いて顕著な成績を収め、

大学の名声を高めた者（個人または団体とする。以下同じ）を顕彰し、もって健全で自由闊達な学生生活の

援助を行い、後輩の助育および諸活動の振興をはかることを目的とする。 
第 4 条（成績の基準） 
（1） 同窓会長賞は以下の各号のいずれかに該当する者に授予する。 

（イ）権威ある国際的な協議会または行事の日本代表に選ばれて出場した者 
（ロ）体育に関する権威ある協議会の全国大会に関西地区代表・兵庫地区代表として出場し、優秀な成績を

収めた者 
（ハ～ニ）省略 

（2） 同窓会奨励賞は次の次号のいずれかに該当する者に授与する。 
（イ）海外遠征その他国際的に有意義な活動で顕著な成績を収めた者 
（ロ）体育・学術・文化に関する権威ある行事または競技すべての全国大会に出場した者 
（ハ）体育または文化に関する権威ある競技会において、関西地区または兵庫地区において最優秀の評価を

受けた者 
（ニ）省略 

（3） その他、次の次号のいずれかに該当する者が第 1 条に定める目的に適合した場合、審査の上この規定

を準用することができる。 
（イ） 公認された部またはその部員による公式部活動以外の活動 
（ロ～ハ省略） 
 

（課外活動内規より抜粋） 
第 4 条（権威ある国際大会の基準） 
（1） 規定第４条※に定める権威ある競技会または大会とは、全世界的又は全国的に組織され、それが唯

一または最高の存在である団体等が催すものとする 
（2） 全国大会出場とは、当該種目等に関する全国最優秀者を選出することを目的として開催され、出場

にあたっては予選等によって選抜されるものとする。 
（3） 前各項の他、報道その他社会的な名声の有無を考慮することがある。 

第６条（優秀な成績の定義） 
 規定第４条※に定める優秀な成績とは次のとおりとする 
（イ） 当該競技会等において、当該種目について最優勝、最優秀その他最高位の成績を収めた者 
（ロ） 前号において、これに次ぐ優秀な成績を収め、当該競技規定に基づいて公式に表彰される等、入賞

者として記録にとどめられた者。ただし入賞者が多数ある場合は、第８位までとする。 
  ※規定第４条とは甲南大学同窓会課外活動援助規定第４条をさします。 
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６－２特待生制度（甲南 100 周年記念栄誉特待生制度）について  
 甲南学園創立 100 周年の寄付金を基金として創設された制度で、「スポーツ部門奨励金」は２年生以上が対

象となります。出願資格は在学中に日本体育協会加盟団体中央競技団体に関係する学生連盟等が主催する学

生日本一を決める大会以上の大会に出場した者、又は同連盟等の代表選手に選出された者（団体競技・団体

種目を含むが、その場合原則として対象となる試合に正選手として出場した者に限る）です。成績は２年次：

単位 35 単位以上、３年次：70 単位以上、４年次：105 単位以上で GPA2.0 以上の者。顧問又は指導主任の

推薦が必要。募集は原則として採用年度の６月に行います。（給付は９月と２月の分割）年額給付金(1 人あ

たり)年額 50 万円。募集人員は文化・芸術部門奨励金とスポーツ部門奨励金を合計して５名。 

 
７.学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦について 
 本学と学習院大学のスクールカラーや学生気質が大変よく似ていることから、両大学の学生の間から多種目

にわたる総合的な定期戦を設立しようという気運が高まり、昭和 31 年に第１回運動競技総合定期戦が学習

院大学において開催され、半世紀以上継続しています。単独の運動競技で歴史の古さを誇る定期戦は数多く

ありますが、総合的な多種目の運動競技で、しかも東西に遠く離れた二校間の定期戦がこれほど長きにわた

って続いているのは、定期戦の目的がただ単に勝敗を競うだけでなく、競技を通じて両大学学生間の友情を

育むことを目的としているためだと考えられます。 
 ※新たに、総合定期戦への参加を希望する団体は、以下の手順が必要になります。 
  ①非公式という形式で２年間、試合を行う 
  ②２年間の非公式試合を経て、審判会議にかける 
 
８.講習会について 
 学生と指導者に以下の講習会を行っております。 
 ※詳細は主務会議にて確認してください。 
 ＜学生向けの講習会＞ 
 ・市民救命士講習会 
 ・トレーニングルーム利用者講習会 

＜指導者向け講習会＞ 
・課外活動安全講習会 
 
９.HP 掲載について 

甲南大学公式サイト（http://www.konan-u.ac.jp/）に、甲南スポーツ・文化活動最新情報を掲載している「甲

南倶楽部」があります。甲南倶楽部では各団体の「大会カレンダー」「結果速報「部活紹介」を掲載してい

ます。こまめに更新するようにしてください。 
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１０. 試合案内・戦績報告について  
甲南大学ＨＰ内に「甲南倶楽部」ページがあります。試合結果を konansports@adm.konan-u.ac.jp に送

信すると甲南大学学生部、甲南学園広報部、スポーツ強化支援室に届きます。試合の当日（遅くても翌

日）に報告する癖をつけてください。多くの新入部員を獲得するためにも甲南大ＨＰ「甲南倶楽部」を

大いに活用してください。 
   また、より良い戦績を収め、記載基準を満たしている場合、垂れ幕などの広報をします。 
 
（1）報告内容 

  以下に従ってメールを作成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）「甲南倶楽部」更新方法 

 
 

＜メールタイトル＞ 
 【クラブ名】（（内容））（例：【ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部】関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦結果） 
＜本文＞  
報告者 （例：○○です。以下報告します。） 
 ① 日付 (例:6 月 1日(火)) 
 ② クラブ名 
 ③ 大会名（例：第○回 ○○大会） 
 ④ 場所（例：○○体育館） 
 ⑤ 結果 
   ※個人の場合、(a)氏名、(b)学部、(c)学年、（d)タイムや得点 
 ⑥ 監督コメントや、選手コメント（例：○○監督コメント「○○・・・」） 
   ※コメントされる方の氏名 
   ※「です・ます」調 
 ⑦ 試合結果により、次の大会へ出場できるようであれば、上記①～③同様の情報 
 ⑧ お礼や感謝の言葉 
   ※「です・ます」調 
 ⑨ 画像 
   試合の様子や賞状を持った選手など（ユニホーム着用もしくはスーツ着用のこと） 

①から⑤までは、必ず連絡ください。 

更新ページから更新してください。

http://www.konan-u.ac.jp/cms/mt.cgi 
※学内環境からしかアクセスできません。 
【注意事項】 
①ログインアカウントはクラブごとに異な

ります。 
②セキュリティの観点から、幹部および更

新担当者以外には ID・PWは教えない事。 
③書き込む内容には十分に注意し、誹謗・

中傷等、他人に迷惑をかけるような書き

込みをしない事。 
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【甲南倶楽部】 
甲南大学HPから甲南倶楽部のサイトがご覧いただけます。 
大学 HP中ほどに「甲南倶楽部」がありますので、そちらをクリックしてください。 
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１１. 忘れ物について 
六甲アイランド総合体育施設の忘れ物は、三木記念体育館１階のスポーツ・健康科学教育研究センター事務室

に１ヶ月程度保管されています。 
岡本キャンパスの体育館の忘れ物は、届け出られた日から２週間程度、岡本キャンパスのスポーツ・健康科学

教育研究センター事務室で保管されています。 
長期間の保管は困難なので、なるべく早く確認するようにしてください。 

 
１２. メッセージ依頼について 
各体育会団体が活動の一環でパンフレット等に学長の挨拶または祝辞を掲載したい場合は、学生部に申し出て

ください。申し出から 20 日ほど時間を要しますので注意してください。 
また依頼の際は、前回パンフレットと今回の概要（様式自由）を添付し、何文字でいつまでにメッセージが必

要なのか伝えてください。なお、顔写真が必要な場合はデータを送りますのであわせて申し出てください。 
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１３.六甲アイランド総合体育施設行きスクールバス運行表 

※バスの運行表・時刻は HPでご確認ください。 
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14,400 16,500

8,800 11,100 13,200
10,800

8,800

A4



2020.4

5.3 4.4
6.2 10.5 5.3

12.1 6.2 10.5
13.5 12.1

13.5

42 83 15.2 30.3

8 11 21
16 20

50

250 260 350 180
420 1,510 3,020 480 250
500 1,410 3,850 510 680 350
850 2,350 3,020 6,040

1,020 2,830 3,850 1,040

PDF

5mm

A3



2020.4

1,650
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1,830 1,420
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100
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15. TEAM KONAN ロゴマーク利用について 
 摂津会では以下のようなロゴマークを用意しております。利用希望の方は事務局までお問い合わせください。 
 お問い合わせ先：konansettsukai-jimukyoku@team-konan.jp 
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E. 各種支援 
１．課外活動指導者の交通費補助 

甲南大学父母の会では、登録されている指導者に出張旅費などを援助する制度を設けています。 
※以下、父母の会、「課外活動の指導出張旅費の支出に関する内規」より抜粋。 

〔対象となる学生の団体活動〕 
第 1条 この出張旅費支出の対象となる学生の団体活動は大学が承認した課外活動団体が原則として所

定の集会届、試合参加届、合宿旅行届のいずれかを予め学生部長に届け出て行うものに限る。 
〔対象となる費用〕 

第 2 条 この出張旅費の対象となる費用は、原則として前項の課外活動に当該団体の課外活動団体顧問

(以下「顧問」という。)及び監督・コーチ等の課外活動団体指導者(以下「指導者」という。)が
参加した場合に限り、その顧問及び指導者の行程となる交通機関(自宅起点)に要する交通費・宿

泊費の実費とする。 
・宿泊費 上限 1 日 10,000 円 
・交通費 自家用車を使用した場合、通行料金・駐車料金のみ 

２．海外遠征のための出張旅費についても前号に準ずるが、年間 69,000 円を超える場合はその超える部

分について半額を補助する。 ただし総額において 20 万円を限度とする。 
（事実の照合） 

第 3 条 この出張旅費支出の対象となる事項に関する事実の照合は、課外活動団体の責任者が学生部へ

提出した届書に顧問・指導者が同行していることを記載しているものについてその行事の完了

後に行う。 
（予算上の制限） 

第 4 条 この出張旅費は本会予算の指導出張旅費から支出し、以下のように規程する。 
顧問        1 名上限     69,000 円 
顧問・監督兼任    1 名上限    200,000 円 
指導者(Category1)  0 円・Category1 とは Category2、Category3 に属さない指導者をいう。 
指導者(Category2)  1 団体上限   69,000 円…Category2 とは学生部が開催する安全講習会に当該

指導者が出席し、金甲賞授賞式に当該指導者もしくは学生が出席しているこ

とを条件とする。なお「指導者」とは学生部長が委嘱した指導者をいう。ま

た、事前にやむを得ない理由が申告されていれば出席扱いとすることができ

るが、無断欠席の場合 Category2 とは見なさない。 
指導者(Category3)  1 団体上限 200,000 円…Category3 とはスポーツ強化支援室が認定した当該

団体で、学生部長が委嘱した指導者をいう。 
※Category2 の条件を満たしていなければなりません。 

（申請手続） 
第 5 条 この出張旅費の申請手続は、父母の会所定の用紙に必要事項を記入し、活動報告書・請求書(領 

収書)を添付し、次の各部課室へ提出しなければならない。 
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  顧問          学生部 

  顧問・監督兼任     スポーツ強化支援室 

  指導者（Category2）   学生部 

指導者（Category3）   スポーツ強化支援室 

※指導者の方への交通費補助金は、試合、合宿、練習に帯同された場合のみです。 

 以下のような事例では交通費は支給されません。 

   ・スポーツ推薦のスカウト活動 

   ・課外活動表彰式（金甲賞）出席 

   ・摂津会行事に体育会指導者として参加する 

   ・大学主催の指導者講習会に参加する 

   ・学生のコンパに参加する（学内・学外での開催いずれも） 

 
２. 課外活動団体に所属する学生の全国大会出場に関する援助金  

甲南大学父母の会では、体育会に所属する課外活動団体または個人が、全国大会に出場する場合は、 
 ①個人：10 万円（1 団体の上限 20 万円） ②団体：20 万円までの援助を受けることができます。 
 
３．課外活動団体に所属する学生の海外派遣に関する援助金  

甲南大学父母の会では、体育会に所属する課外活動団体または個人が、連名や協会等を代表して海外に派遣

される場合は、①個人：10 万円（1 団体の上限 20 万円）②団体：20 万円までの援助を受けることができま

す。なお、派遣される地域が比較的遠い場合（アジア以遠）は、①個人：25 万円（1 団体の上限 50 万円）

②団体：50 万円が上限となります。 
 

４．課外活動団体に対する補助金及び貸付金  
 甲南大学父母の会では、以下項目への補助金と貸付金も行っております。 

① グランドその他、大学の施設不足を補って利用する体育施設の使用料その他経費。 
② その団体の活動に必要であり、かつ、多年にわたって使用する備品 

（その購入経費が、その団体の負担能力を著しく超えると思われる場合） 
③ 長期間使用する機器備品の修理費の一部 
 
５．課外活動団体の保険料補助  
 甲南大学父母の会では、団体の性格上、障害保険の加入が不可欠である団体は以下の要領で保険料の一部を

補助します。 
① 補助金は、年間納付保険料の 3 分の 2 以内とし、1 団体につき年間 10 万円を限度とする。 
② 補助金の申請は、当該年度内 1 回に限って申請でき、当該年度内に申請がない時は補助しないものとす

る。 
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６.炊飯器の利用について 
タイガー魔法瓶様のご厚意で、業務用・200ｖ・二升炊きの炊飯器を５台、寄贈頂きました。ご利用される場

合は、学生部またはスポーツ強化支援室にお問い合わせください。 

 
・200V 電源の設置場所 

  
①六甲アイランド休憩室↑         ②自動販売機上↑ 

 
③200V 電源 
※200V 用の延長コードは学生部で貸し出しを行っています。 
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F. 各種規則等 
１．SNS 利用についての留意点 

ここ数年、若者の間で「Twitter」「Facebook」「LINE」といった SNS(Social Network Service)が驚異

的なスピードで普及しています。 
SNS を使って友人に発信した個人的な写真やコメントが、関係のない人々の目に触れ、本人とは無関

係の人の手によって、インターネット上に掲載され、大きなトラブルに巻き込まれる事件が発生してい

ます。 
不適切な写真やコメントがインターネット上で掲載され拡散すると、発信者が批判にさらされ、発信者

の家族や友人に迷惑がかかるだけでなく、大学や就職内定先にまで連絡が入り大学から処分を受けた

り、内定取消しになったりする事例が発生しています。 
学生がこうした事件に巻き込まれないよう、SNS の利用に際しては、以下の点を遵守し、適切な利用

を心がけるよう大学は呼びかけをしております。 
 

【大学生として自覚のある行動を】 
大学に入学すると社会的に信用のある大人として扱われることになります。SNS やインターネットへ

の情報発信だけでなく、すべての行動に対し大人として、社会人として責任を持つことが求められま

す。 
 

【SNS やインターネットは公共の場】 
他人を傷つけるような発言、飲酒運転などの犯罪行為を疑わせる書き込みや、他人に誤解を与えるよう

な書き込み、他人への誹謗や中傷、差別的な書き込みをしてはいけません。また、本人が匿名のつもり

でも、友人関係や過去の書き込みなどから個人の特定が簡単にできます。SNS やインターネトがプラ

イベートなものではなく、公共の場であることを充分に理解して利用するようにしてください。 
 
【ネットワーク利用時に特に守るべき点】 

項目 内容 
1 個人情報とプライバシーの保護 自分自身だけではなく、他の人についても、個人情報とプライ

バシーを守ること。 
2 なりすましの禁止 他の人になりすまして発言をしないこと。 
3 不正アクセスの禁止,不正アクセ

ス幇助の禁止 
他の人の ID・パスワードを不正に入手して使用したり、自身

の ID・パスワードを他の人に教えたりしないこと。 
4 ネットワークの特徴の理解 一度ネットに出た情報は、瞬時に伝達拡散され、後になってか

ら取り消すことが出来ない性質のものであると理解し、表現や

記述には細心の注意と慎重な態度で臨むこと。 
5 第三者の権利の尊重と保護 他の人の著作権等を侵害しないこと。肖像権を犯さないこと。 
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TEAM KONAN ロゴマーク入り瓦せんべいのご案内 

 
摂津会において TEAM KONAN ロゴマークの瓦せんべい焼き印を制作いたしました。 
摂津会加盟団体は、ご自由にこの焼き印をお使いいただいて、瓦せんべいを作成していただくことが可能です。    

周年行事等にご活用ください。 
 
                     70ｍｍ 
 
 
 
 
 
 
 

70ｍｍ                                              

 
 
 
 
 
 
                   原寸大 
                     
                                                                                         

＜価格表＞ ※税別価格です 
小瓦せんべい（約 7cm 角） 

箱入り                                        缶入り 
81 枚入  3,000 円              112 枚入  5,000 円 
63 枚入  2,500 円              96 枚入   4,300 円 
54 枚入  2,200 円              81 枚入   3,500 円 
36 枚入  1,500 円              63 枚入   3,000 円 
27 枚入  1,100 円              54 枚入   2,500 円 
18 枚入   750 円 
12 枚入   500 円 
9 枚入    380 円 
6 枚入    270 円 
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クラブオリジナル瓦せんべい焼き印作成のご案内 

希望のデザインを焼き印にしてオリジナルの瓦せんべいを作ることができます。 
・20,000 円～25,000 円(税抜) 
・焼印サイズ 5cm×5cm 
・焼き印の制作は 10 日間程度かかります 
・一度焼き印を作ると何度でも使用可能です 

 
 
＜クラブオリジナル瓦せんべい制作例＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

アメリカンフットボール部           弓道部           大学同窓会 
                                  ※卒業生はこちらの焼き印

をお使いいただけます。 
 

 
・既製デザインの焼き印も多数あり（無料）、オリジナル焼き印

と組み合わせてお使いいただくことも可能です。 
・通常商品の場合発注から納品まで約 10 日かかります。 
・原則として 300 枚以上からご注文可能です。 
・賞味期限は、製造から 60 日です。 
 
※詳細は亀井堂總本店様へお問い合わせください。 
 

 
＜お問い合わせ先＞ 
亀井堂總本店 
〒650-0022 神戸市中央区元町通 6 丁目 3-17 
TEL：078-351-0001 
FAX：078-351-2977 
E-mail：info@kameido.co.jp 







 
＜甲南スポーツ教育力強化支援寄付金協力のお願い＞ 

このたび、更なるスポーツ教育力強化支援事業の充実を図り、一般学生や父母、教職員、学園関係者、卒業生

をはじめ、広く社会から支持される団体・学生アスリートの育成を目指し、体育会クラブを指定して寄付するこ

とができる制度を整えました。 

 

＜募集要項＞ 

＊募金名称 

 甲南スポーツ教育力強化支援寄付金 
 

＊募金目的 

 スポーツ教育力強化支援事業の充実を図るため。 
 

＊募集期間 

 毎年度 4月 1日から 12月 15日迄 

 （12月にお申込みいただく場合、入金手続きを含め 12月 15日までにお願いいたします。） 
 

＊申込金額 

 1回あたり 100,000円以上 
 

＊寄付の受入対象 

原則、学園が指定する強化指定団体 
 

＊寄付募集の対象者 

寄付の対象となる当該体育会所属団体の OB・OG会員個人、同会員が経営又は就労する法人、 

及び同団体に関係する教職員（クラブ顧問、OB・OG会員）個人 

※OB･OG会員は、自身の所属団体以外の団体に寄付することはできません。 

※寄付金に対する減免税等措置の詳細はお問い合わせください。 

 

甲南大学 

甲南スポーツ教育力強化支援寄付金 



＜募金までの流れ＞ 

①事前相談、申込書の送付 

寄付をご検討の際には、寄付受入先の団体又はスポーツ強化支援室にご相談下さい。ご相談を承った後にスポ

ーツ強化支援室より、「寄付金申込書」をご送付いたします。 
 

②申込書の作成・提出 

寄付申入者には「寄付金申込書」を作成いただきます。作成後は、スポーツ強化支援室に「寄付金申込書」を

ご提出ください。 
 

③振込案内の通知送付 

スポーツ強化支援室より寄付申入者宛てに振込案内をお送りします。 

案内に基づき、学園の指定口座に寄付金をお振込みください。 
 

④受領証・寄付金控除に係る証明書を送付 

入金の確認後、学園振興募金室より、寄付者に受領証・寄付金控除に係る証明書をお送りいたします。 

寄付金に対する減免税の手続きは各位でお手続きください。 

 

                           ＜問い合わせ先＞ 

〒658-8501  

兵庫県神戸市東灘区岡本 8-9-1  

      学校法人 甲南学園 スポーツ強化支援室  

TEL （078）435-2055  

FAX （078）435-2548  

e-mail spro@adm.konan-u.ac.jp 
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指導者ハンドブック制作にあたって 

 甲南摂津会 幹事長  
                       松崎 剛士 

 
「大学としての存在感を如何に発揮するか」、「大学スポーツの存在価値をどの様な位置

付けとするのか」という大学全体感の目的があり、一方で各クラブ団体が学生の自己成長の

為、勝利や鍛錬を目指す毎日を進めておられると思います。 
その様な中で、様々な手続きを含めた、情報共有をよりスムーズに行うことを目的として、

「指導者にむけたハンドブック」を作成し、年度単位にて情報更新を行っております。 
今回、コロナ禍での学内を含め、多くの部局との協力のもと、多くの項目において刷新・追

加が発生しており、指導者を含めた甲南スポーツに携わる皆様にとって、より役に立つもの

になっております。関係する情報がワンストップにて網羅された冊子として、各活動団体に

おいても、内容をご理解の上、ご活用賜わりますよう、宜しくお願い申し上げます。 
 
現在のコロナ禍において、各活動団体も対応に苦慮されているとは存じますが、この指導者

ハンドブックが、甲南大学体育会のますますの発展に繋がりますことを、心から願いまして

制作後記とさせていただきます。 
 

編集後記 
甲南摂津会「指導者ハンドブック」は、平成 26 年に発行され、今回で 8 回目の改訂となりま

す。この間に白川台キャンパスや iCommons などの新しい施設ができ、それに伴いハンドブ

ックの内容も改訂を続けて参りました。今後も学園・大学と社会の変化に対応した進化を続

けていけるよう努めて参ります。発行や毎年の改訂にあたり、ご協力をいただきました皆様

やご意見をいただきました皆様に御礼を申し上げます。 
掲載内容については、学生部を通じ、学園・大学の各部局へご確認いただいて、年に１回改

訂を行っております。指導者ハンドブック１冊を見れば、指導者や学生に必要な情報が集約

されているように編集をしております。 
各クラブへは限られた部数しかお渡しできませんが、不足分につきましては、甲南摂津会ホ

ームページでダウンロードができるようになっておりますので、ご活用いただければ幸いで

す。 
甲南摂津会 事務局 堀内 加奈 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲南大学 体育会指導者ハンドブック 

  ■発行日   平成 26年 3月 31 日 

 

  ■改 訂   第一版 平成 26年 3月 31 日 

第二版 平成 27年 1月 31 日 

         第三版 平成 28年 1月 18 日 

         第四版 平成 29年 1月 20 日 

         第五版 平成 30年 1月 22 日 

         第六版 平成 31年 1月 25 日 

         第七版 令和  2 年 1月 27 日 

         第八版 令和  3 年 3月  2 日 

   

  ■発 行   甲南学園体育会ＯＢ・ＯＧ連合会 

         「甲南摂津会」 

         〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町 2丁目 29-15 

         甲南学園 平生記念館 気付 

         ＨＰ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｅａｍ－ｋｏｎａｎ.ｊｐ 

                  E-mail   konansettsukai-jimukyoku@team-konan.jp 
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C-11 
 

（11）予約状況の確認方法と申請書類の入手方法について 
 
＜確認作業手順＞ 
甲南大学 HP を開く 
 
図書館・センターから 
スポーツ・健康科学教育研究

センターをクリック 
 
 
 

 
 
【予約状況を確認する場合】 
施設利用状況をクリック 
確認したい施設・月のダウン

ロードをクリック 
【申請書類を入手する場合】 
各種申込み・申請をクリック 
入手したい様式をクリック 
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＜施設の概要＞ 

１階 

事務室 

セミナー室 101、セミナー室 102、セミナー室 103（いずれも面積：72 ㎡、座席数 32 席） 

多目的ホール（面積：378.88 ㎡、座席数 200 席〔移動観覧席 136 を含む〕） 

ホワイエ（面積：85 ㎡） 

２階 

ラウンジ 

学生用宿泊室 201、202、203（収容人数 各 16 名） 

教職員用宿泊室 204（２名）、205（１名）、206（２名）207（１名） 

Ｂ１階 駐車場 21 台 

 
＜使用料＞税込 
 

宿泊料金は１人１泊につき次のとおりです 
○学生用宿泊室・・・教職員・学生・生徒  1,000 円（左記以外の場合は 1,500 円） 
○教職員宿泊室・・・教職員        2,000 円（左記以外の場合は 3,000 円） 
 
(所在地)神戸市東灘区住吉本町 2 丁目 29 番 15 号 
    ＴＥＬ：078-854-1605 
（交通）ＪＲ住吉駅より北西へ、阪急御影駅より南東へ、いずれも徒歩 7 分 

  セミナー室 多目的ホール ホワイエ 

部屋数 ３ １ １ 

面積 72 ㎡ 378.88 ㎡ 85 ㎡ 

座席数 32 席 264 席 (移動観覧席 150 を含む) — 

9：00～12：00 4,000 円 30,000 円 10,000 円 

9:00～17:00 8,000 円 60,000 円 20,000 円 

13:00～17:00 5,000 円 37,500 円 12,500 円 

13:00～21:00 10,000 円 75,000 円 25,000 円 

18:00～21:00 4,000 円 30,000 円 10,000 円 

9:00～21:00 12,000 円 90,000 円 30,000 円 

〔注意〕  

セミナー室は 1 室の使用料金です。 

 ピアノを使用する場合は、1 回につき 5,000 円の使用料が必要です。 〔補足〕 

 甲南学園(教職員・学生・生徒)、同窓会の主催する会合・・・無料 




