
平成 24年度中四国学生弓道連盟代表者会議議事録 

 

平成 25年 8月 27日 

於：ホテルグランヴィア岡山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議事次第 

１、定足数の確認 

２、平成 24年度中四国学生弓道連盟会計報告                  (○) 

３、第 61回夏季中央委員会結果報告 

４、各大学活動報告 

５、議題 

５-１、規約の改正                              (○) 

５-２、議題アンケートより 

６、確認事項 

６-１、平成 25年度中四国学生弓道連盟年間予定 

６-２、主管ローテーション、大会主管について 

７、次期役員の選出 

８、質問会 

９、連絡事項 

 

 

※(○)＝要承認事項(議決権は各校代表者一名のみ有することとする。) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１、定足数の確認 

今回の会議には加盟校の 2/3以上が参加。 

議決権が有効とされた。 

 

 

２、平成 24年度中四国学生弓道連盟会計報告(会計 亀高より) 

・援助金について 

 援助金の総額は 6万円で、その内訳は平成 24年度の中四国大会と中四国新人大会のもの

である。西日本大会について 24年度は九州であったため、援助金は無かった。 

  ・今年度収支について 

 前年度の備蓄費を含めたものが今年度収支となっている。 

※代表者会議出席校 2/3以上の承認を得た。 

 

 

３、第 61回夏季中央委員会結果報告(副委員長 馬原より) 

① 学生証チェックについて 

② 部員登録について 

③ 全日本学生弓道連盟規約の改正について 

④ 全日本大会について 

⑤ 全日学連Webサイト、ブログの活用について 

⑥ 連絡について 

全て滞りなく報告完了。特に質問等無し。 

 

 

４、各大学活動報告 

正加盟校 36 校と準加盟校 11 校の活動や近況報告をまとめた資料が配られた。本会議

では改めて読み上げられることはなかったが、中四委員長より情報交換や活動の参考

として役立ててほしいとの言葉があった。 

 

５、議題 

５-１、規約の改正 

①本連盟主催大会出場資格における順正短期大学の記載の削除 

本連盟規約では本連盟加盟校の部員登録者に限っているが、部員登録ができる例外

として順正短期大学の専攻科を挙げていた。しかし同校は 2010 年度に吉備国際大

学と統合したので同校に関する記載を削除したいという提案。 

提案の具体的な内容としては、中四国学生弓道連盟規約、第 9章競技規定、第 1節



総則、第 28条但書より、「順正短期大学の専攻科、および」という記載文言を削除

する。 

※代表者会議出席校の 2/3以上の同意を得て改正が決定された。 

    

②中四国新人戦個人戦決勝射詰めにおける八寸的使用について 

    今年度の中四国新人戦個人決勝の結果を踏まえて、個人戦が長引く事態を避ける

ために、該当者に確認を取った後に八寸的を使用する旨の記載を追加したいとの

提案。また八寸的使用のタイミングは阿部会長の言葉より 10 段目を提案。     

提案の具体的な内容としては、中四国学生弓道連盟規約、第 9章競技予規定、第 

    3節中四国学生弓道新人戦、第 46条 3項決勝より、「八寸的は原則として使用しな

い。」と「優勝者が決定したとき、」との間に「但し、9段目までで優勝者が決定し

ない場合は、その時点の参加者に八寸的使用の確認を取り了承を得た際に限り、

10段目よる八寸的を使用する。」との文言を記載すること。 

   以下、この提案に対する複数の大学代表者の意見 

   ・四国大学 

   「いいと思います。」 

   ・広島文教女子大学 

   「いいと思います。」 

   ・松山大学 

   「いいと思います。」 

        ※代表者会議出席校の 2/3以上の同意を得て改正が決定された。 

 

 

   ５-２、議題アンケートより 

 ・中四国学連はどういうことをしているのか。(岡山理科大学) 

中四国学連による、文面に記載された回答に対して、岡山理科大学代表者は「この回答で

大丈夫です、ありがとうございました。」と発言。 

 

 ・4人立の試合を中四国大会と王座の間にできないか。(岡山大学) 

岡山大学代表者 

「王座においては 4 人立で試合が行われますが、普段は 5 人若しくは 6 人で試合が行われ

るため、経験が少ないと思われます。ですので、王座への壮行試合を中四と王座の間に行

って場馴れをしたいと考えます。」 

それに対する委員長山口の回答 

「昨年度の代表者会議で、中四と王座との間は 2 週間程しかなく、学連主催でそれを行う

には手続きが難しいとなりました。ですが加盟校同士で個別に練習試合を行うことは自由



ですのでそのような形で対応していただきたいのですが、どうでしょうか。」 

岡山大学代表者 

「大丈夫です。ありがとうございました。」 

 

 ・大会ごとで時間の計測方法がバラバラなので統一することはできないか(川崎医療福祉

大学) 

以下、この提案に対する各大学の意見 

○川崎医療福祉大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。行射を開始してください。のアナウンスから

の計測が良い。」 

○岡山県立大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。行射を開始してください。のアナウンスから

の計測が良い。私たちの大学は今年初心者が多く入部してきたため、計測方法は統一され

たほうが助かる。」 

○岡山商科大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。しかしできれば射場ごとに取り掛けから計測

を開始して欲しいとの思いもあります。」 

○岡山大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。統一されれば、公正に時間計測を行えると思

います。」 

○香川大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。どの大会でも同じ計測方法なら 1 年間を通し

て、時間に迷わず、その計測方法に応じた練習がしやすくなる。」 

○吉備国際大学 

「計測方法が統一されることに賛成します。しかし個人的には射場ごとに取り掛けから計

測を開始して欲しい。」 

○岡山大学医学部 

「計測方法が統一されることに賛成します。またその計測方法としては行射を開始してく

ださいのアナウンスから計測するのに賛成です。」 

○四国大学 

「計測方法が統一されることに賛成です。行射を開始してくださいのアナウンスから計測

するように統一するのがいいと思います。」 

○高知県立大学 

「計測方法が統一されることに賛成です。行射を開始してくださいのアナウンスがいいと

思います。」 

○高知工科大学 



「統一に賛成。計測方法が統一されれば、試合に対応しやすくなる。アナウンスの後から

計測というふうに統一してほしい。」 

○高知大学 

「統一に賛成。計測方法が統一されれば、初心者も試合に対応しやすくなる。 

○四国大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○島根県立大学 

「統一に賛成。統一されればルールの明確性や公平性が保たれる。行射を開始してくださ

いのアナウンスからの計測がいい。」 

○島根大学 

「統一に賛成。団体の選手にとってもわかりやすくなって助かる。」 

○就実大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。もしそのように

規則が変わるのなら、その旨を規約に記載してほしい。」 

○徳島大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○徳島文理大学徳島校 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○徳島文理大学香川校 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○鳥取大学 

「統一に賛成。計測方法が統一されれば、時間に関する揉め事がなくなると思う。 

○鳴門教育大学 

「統一に賛成。自分たちは行射の時間を気にしたことはないが、行射をやりやすくなると

思う。」 

○ノートルダム清心女子大学 

「統一に賛成。できれば射場ごとに取り掛けまでアナウンスを待って欲しい。」 

○広島工業大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○広島修道大学 

「統一に賛成。行射の時間に関してだけでなく、試合進行に関する時間の管理自体にも余

裕が欲しい。」 

○広島女学院大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○広島市立大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 



○広島大学 

「統一に賛成。計測方法が統一されれば日々の練習にもその方法を取り入れて活かすこと

ができる。」 

○下関市立大学 

「統一に賛成。計測方法の統一は時間に関するミスをなくすためにも必要だと感じる。」 

○松山大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○広島大学医学部 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからにすればわかりやすくて公平だ。 

」 

○広島文教女子大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。また、赤旗が上

がるタイミングがバラバラだと入場のタイミングがわかりにくい。」 

○福山大学 

「統一に賛成。行射を開始してくださいのアナウンスからの計測がいい。」 

○山口県立大学 

「統一に賛成。計測方法が統一されれば練習に活かせる。また他の試合でも応用がきく。」 

○山口大学 

「統一に賛成。計測方法が統一されれば時間に関する混乱が防げる。」 

 

委員長の回答 

「取り掛けから計測を行って欲しいという意見があったが、その方法では各大学で計測開

始のタイミングがバラバラで不公平であり、やはり行射を開始してくださいのアナウンス

からの計測を行うのが公平である。次回の代表者会議において時間の計測方法統一につい

て規約変更の可能性もありうる。」 

 

・大きな大会を主管するにあたり、矢取り、看的、本部との連携にミスが無いようにする

対策について。(徳島大学) 

徳島大学代表者 

「前回の中四と中四新とで、的中に誤りが（看的と本部と審判との間で的中に誤りがあっ

た）あったので、そのようなミスがないようにしていただきたい。」 

以下、この提案に対する各大学の意見 

○愛媛大学 

「自分たちは主管経験がなく、具体的案はないが、今年の秋（中四）は努力する。 

○岡山理科大学 

「一人一人が自分のすべきことを意識すべき。」 



○岡山県立大学 

「無線等を利用する。チャンネルを揃えれば連絡ミスを防げる。費用に関してはレンタル

などの工夫をすればいい。」 

○岡山商科大学 

「無線の利用によって連絡ミスや連携のミスを防止できる。」 

○岡山大学 

「責任者や上の人に運営に関する指示をあおぎ、一人一人がミスしないように意識する。」 

○香川大学 

「一人一人がミスしないように意識するべき。もし的中に訂正があるならばその確認作業

もしっかり行うべき。」 

○川崎医療福祉大学 

「無線を増やす、また人員を増やすなどすればミスを減らせると思う。」 

○吉備国際大学 

「今までに看的が的中を見れずに確認できないことがあった。看的の立ち位置を工夫する

必要もある。」 

○岡山大学医学部 

「的中に修正があるときは、それに適した対応をできるようにすべき。」 

○四国大学 

「全員でカバーしあってミスを減らす。インカムなどの無線を利用する。」 

○高知県立大学 

「無線を増やすのがいいのでは。」 

○高知工科大学 

「無線を増やす。また大会前から運営の練習を多く行うべき。的中の放送を射場だけでな

く館内全体に行うようにして、的中に関するミスを防止する。」 

○高知大学 

「運営のシミュレーションを重ねる。自分たちはねんりんピックに向けてそういった努力

を行っている。」 

○四国学院大学 

「事前にシミュレーションを行う。本番では役職間の連絡を多く取り合う。」 

○島県立大学 

「本番前に運営の練習を行い、そこから本番でおこりうる事態を予想し、協力して対応す

る。」 

○島根大学 

「本番前の入念な準備が必要だと考える。」 

○就実大学 

「一人一人が自己の役割を把握して責任を持って行動すべき。」 



○徳島大学 

「運営のリハーサルを重ねて本番にあたるべき。」 

○徳島文理大学徳島校 

「看的と本部相互の確認作業や記録作業が大切。」 

○中国学園大学 

「事前にマニュアルを作ってそれに沿った対策をする。」 

○徳島文理大学香川校 

「ダブルチェックなどのミス防止方法を工夫すべき。」 

○鳥取大学 

「事前の話し合いが必要である。」 

○鳴門教育大学 

「連携に時間をかけてミスを減らす。」 

○ノートルダム清心女子大学 

「人員を増やし、仕事を交代制にして一人にかかる負担を減らして人為的ミスを減らす。」 

○広島工業大学 

「自分たちは来年の中四運営に関して、トランシーバー30 基を導入して運営を行う予定で

ある。ネット環境もあればスカイプも使用するかもしれない。」 

○広島修道大学 

「射場だけでなく、館内全体に放送することが大切。ミスに気づく人が出やすい。また運

営がわのミスに対して、選手がわの注意も必要だと考える。」 

○広島女学院大学 

「本部と看的との連携が大切。一人一人のミスしないようにする意識も大切である。」 

○広島市立大学 

「大会の事前に作業のマニュアル化をして、やるべきことを把握すべき。」 

○広島大学 

「大会場所を事前に使えなかったら体育館などの場所を借りて、本番のシミュレーション

をするといい。」 

○下関市立大学 

「過去に大会であったミスを把握して、それの対策を行った上で本番で行動する。」 

○松山大学 

「各部署に責任者を一人ずつ決めて、その人が主に問題に対応すべき。」 

○広島大学医学部 

「自分たちは大会運営の際にトランシーバーを使用している。また事前にマニュアルを作

って実際に大会のリハーサルを行うようにしている。」 

○広島文教女子大学 

「事前の話し合いが必要。一人一人の自分のすべきことの事前確認も必要。」 



○福山大学 

「事前に運営に関する情報を共有し合う。そうしてお互いをカバーできる体制を整える。」 

○山口県立大学 

「事前に大会のシミュレーションを行う。」 

○山口大学 

「自分たちは今年度の中体主管であったが、役割ごとのミーティング、対策案を考えた。」 

 

委員長の意見 

「無線機などの機械使用も大切。やはり大会に際しての連携ミスというのは人為的ミスで

あるので、確認作業を怠らないこと。そして一人一人の意識がもっとも大切だと感じる。

また、大会の主管校は責任を持って運営を行うべきである。」 

 

・大会等の事前アンケートの電子化(広島大学) 

広島大学代表者 

「大会前の事前アンケートを電子化することによって冊子の削減や、名前に関するミスの

削減が行える。そのようなメリットが電子化にはあるが、電子化についてどう考えていま

すか。また連盟で全体的に行わないのでしょうか？」 

 

委員長回答 

「本連盟とはそこの部分で提携せず、加盟校で独自に電子化していただければと考えてい

ます。」 

 

・控えでの選手、介添えの態度(山口県立大学) 

山口県立大学代表者 

「控えで選手が歌う等のほかの人の邪魔になる行為が見られる。」 

以下、この提案に対する書く大学の意見 

○愛媛大学 

「控えで歌うといった行為はやりすぎ。人それぞれ集中力を高める方法はあるが、常識の

範囲内で行うべき。」 

○岡山理科大学 

「他校の人に迷惑をかけない方法で集中力を高めるなら問題ないと思う。」 

○岡山県立大学 

「集中するにしても他人に迷惑かけないようにするべき。できれば静かにしてほしいと思

う。」 

○岡山商科大学 

「控えにおいて選手や介添えが立ち上がって狙いをつけるといいた行為に疑問を感じる。



そのような行為に対して主管が注意すればよいのでは。」 

○岡山大学 

「人それぞれ集中の仕方はあるが、人に迷惑をかけるべきではない。」 

○香川大学 

「運営側がそういった行為を見かけたら注意すべき。」 

○川崎医療福祉大学 

「前で引いている団体にも迷惑がかかる。やはり運営側が注意すべき。」 

○吉備国際大学 

「周りに迷惑をかけないように、控えで話すにしてもできるだけ小声で話す 

などの工夫が必要。」 

○岡山大学医学部 

「そこまで規制すべきではないと思う。控えで話したりするのは別にいいと思うが常識的

な声量だったりの気配りがいると考える。」 

○四国大学 

「歌うといったひどい行為は見たことないが、集中するにしても常識の範囲内ですべき。」 

○高知県立大学 

「控えでは周りに迷惑かけないように行動するべきだと考える。」 

○高知工科大学 

「第三、第四控えなどでは目の前で他校が団体として引いているわけでかないが、第二、

第一控えでは立ち上がったりする行為を押さえる心配りが必要。」 

○高知大学 

「控えでの選手同士や、介添えと選手との間の声かけはできるだけやめるべき。」 

○四国学院大学 

「控えでの選手への声かけ、会話は周りに迷惑かけない範囲ですべき。」 

○島根県立大学 

「集中するにしても周りに目枠かけないように集中するべき。」 

○徳島文理大学徳島校 

「控えでの行為が限度を過ぎていれば、運営側による注意が必要なのではないか。」 

○中国学園大学 

「慎みを持って周りに迷惑をかけないようにすべき。」 

○徳島文理大学香川校 

「高校の頃は控えが静かなのは当たり前で、大学に来て控えで会話が交わされている状況

に驚いた。やはり迷惑かけないようにすべき。」 

○鳥取大学 

「一人一人が周りのことを考えるように心がけるべき。」 

○鳴門教育大学 



「あまり他校のことをどうこう言えるわけではないが、一人に一人による雰囲気作りが大

切だと思う。」 

○ノートルダム清心女子大学 

「集中する方法は人それぞれであって、あまりに厳しく規制していては集中を妨げること

になるのでは。」 

○広島工業大学 

「そういった行為は運営側に注意していただきたい。話は変わるが、控えにおいて椅子に

弓具を置くにしても、その弓具との接触がありえるので、置き方に気をつけるべきだと思

う。」 

○広島修道大学 

「目に余れば運営側に注意してもらいたい。」 

○広島女学院大学 

「たまに、運営側自体に控えにおいて緊張感がないことがあり、それがゆるみにつながる

ことがある。」 

○広島市立大学 

「控えでのそういった行為を自分たちで注意するのは少し気が引けるので運営に注意して

もらいたい。」 

○広島大学 

「中四国全体に自覚がなく、ゆるいと思う。運営が注意したところでどうしようもないと

思えるので、そういった行為を気にしてしまう側が影響を受けないように集中力を高めら

れるようになる必要がある。」 

○下関市立大学 

「規制を厳しくする必要はないと思うが、控えでのそういった行為が限度を超えていたら

運営が注意すべき。」 

○松山大学 

「常識の範囲内で行動しましょう。目に余れば運営側に注意していただきたい。」 

○広島大学医学部 

「どこからどこまでをダメとすればよいかは難しいが、常識の範囲内の行動をすべきだと

思う。」 

○広島文教女子大学 

「周りの迷惑にならなければいい。一人一人の心遣いがあれば大丈夫だと思う。」 

○福山大学 

「迷惑になるかならないかは人それぞれだと思う。そのラインがあいまい。ある行為が迷

惑だと感じればその行為を行っている人に直接注意しに行くことも必要。」 

○山口県立大学 

「選手や介添えに対して、各大学側が控えでの行為について指導することも必要だと考え



る。」 

○山口大学 

「常識の範囲内で行動、集中を高めるべき。」 

 

委員長回答 

「控えでの過ごし方は人それぞれだが、周りに人がいることを認識し適切な態度をとって

欲しい。具体的には第一、第二控えではうるさくしないように気をつける等。迷惑な行為・

態度に対して直接注意する、もしくは運営側に注意してもらうといった行動も必要である。

大学ごとにこの問題については考えていただきたい。」 

 

 

6,確認事項 

 6-1,中四国学生弓道連盟年間予定 

  別紙、「中四国学連年間連絡予定について」参照。後日 HPにもアップする予定。 

  

  6-2,主管ローテーション、大会主管について 

  別紙「主管ローテーションについて」参照。 

  訂正箇所が複数あり。以下訂正。 

  中四国大会主管について、2014年の主管が徳島県ではなく広島県、2015年の主管が広

島県ではなく徳島県、2017年の主管が愛媛県ではなく広島県となる。 

 

 

7,時期役員の選出 

連盟規約に従い、次期会長の推薦、次期委員長の選出を行った。次期会長、次期委員長

は出席校の過半数の承認で議決とされる。また各種専任委員の選出、紹介も行われた。 

 以下、推薦・選出の結果 

・次期会長として現在、岡山大学大学院保健学研究科に准教授として勤務されている中村

隆夫が推薦、過半数の承認を得て議決された。 

・次期委員長として岡山大学 3年、馬原悠希が推薦、過半数の承認を得て議決された。 

・次期副委員長として岡山大学２年大嶋香春が選出、紹介された。 

・次期専任委員(会計)として岡山大学２年後藤桂輔が選出、紹介された。 

・次期専任委員(書記)として岡山大学２年中島直人が選出、紹介された。 

・次期専任委員(総務)として岡山大学 3年亀高智世、板垣一磨両二名が選出、紹介された。 

 

 

8,質問会 



部活動の統制を取る上で、気をつけていることはあるか。(吉備国際大学) 

吉備国際大学代表者 

「各大学で、目標を持って取り組んでいると思われるが、どのようにして大会に向けて 

取り組んでいるのか聞かせていただきたい。」 

以下、各大学による意見。 

○愛媛大学 

「部全体の目標は中四優勝。だが、全員目標が同じというわけではないので、個人それぞ

れがそれぞれの目標を持っている。」 

○岡山理科大学 

「個人それぞれの目標を一ヶ月ごとに作り、それを部全体の目標へとつなげている。」 

○岡山県立大学 

「長い視点、長いピッチで弓道を楽しめるようにしている。その上で大会において勝てる

ように努力をしている。」 

○岡山商科大学 

「部全体の目標は明確ではないが、大会において少しでも上にいけるようにしている。個

人個人に主点を置いて活動を行っている。」 

○岡山大学 

「部全体の目標としては中四優勝だが、それとは別に、部活をしていく中で社会に出ても

一人の人間として成立、自立できるように成長することを目指している。」 

○香川大学 

「部全体の目標としては、部として大会で優勝すること。また個人の目標も掲げるように

している。」 

○川崎医療福祉大学 

「第一の目標は大会での予選通過。個人戦や審査にも力を入れて、より上の段位をとれる

ように取り組んでいる。」 

○岡山大学医学部 

「部全体の明確な目標は無いが、一人一人がそれぞれの立場（選手だったり、選手をサポ

ートする側だったり）で部の活動に携わっている。 

○四国大学 

「部全体の第一の目標は団体戦で優勝すること。日々の練習では全員で意見を述べ合い、

ミーティングを行うなどして目標実現に取り組んでいる。」 

○高知県立大学 

「目標としては弓道を全員で楽しめるようにすること。また、その楽しさを全体で共有で

きるようにしている。」 

○高知工科大学 

「練習ごとに個人の結果、的中率を貼り出して、互いに自分たちの射について相談し合い



改善していく体制を作っている。」 

○高知大学 

「部全体の目標は中四で優勝して王座へと進むこと。個人目標は自由で、個人に任せてい

る。新入生は入部後に目標を作ってそれを部員に宣言する方式をとっている。」 

○四国学院大学 

「部全体の目標としては大会で少しでも成績を上げること。個人の目標もそれぞれが各自

で決めてそれに向けて努力している」 

○島根県立大学 

「全員で練習できるようにして試合に臨むようにしている。」 

○島根大学 

「個人の目標は各自に任している。全体としては、年に一度部の目標を定めそれに取り組

んでいる。」 

○就実大学 

「試合ごとに前年度の自分たちの成績を超えることが部全体の目標であり、できるように

努力している。そのために全員で支え合い、サポートし合う工夫を行っている。」 

○中国学園大学 

「全員で部全体の目標を相談して決めるようにしており、その目標を達成できるように取

り組んでいる。」 

○徳島大学 

「代が変わる、幹部が交代する際に部としての目標を設定して、それに向けて個人がそれ

ぞれ努力している。」 

○徳島文理大学香川校 

「部全体の目標は設定しておらず、各自で練習を行いそれぞれの目標を達成できるように

努力している。」 

○鳥取大学 

「部全体として目標の統一は難しいが、大会が近くなればその大会に向けて集中して練習

に取り組んでいる。」 

○鳴門教育大学 

「年間通しての大きな目標はないが、大会ごとにその大会ではどのくらいの成績をとるか

という目標を決めている。」 

○ノートルダム清心女子大学 

「目標としてはチームとしてまとまってより上を目指している。そのために上下関係なく

指導をし合い、全員で話し合いながら練習を行っている。また、大きな大会に行った時は

他大学を見て学ぶようにしている。」 

○広島工業大学 

「個人はそれぞれで目標を持っている。団体としての目標は曖昧であるが、持っておくべ



きだと考えている。」 

○広島修道大学 

「個人はそれぞれの目標を持っている。大会が近づけば、その大会での目標を定めてそれ

に向かうようにしている。また日々の練習では残心を重視しながら取り組んでいる。」 

○徳島文理大学徳島校 

「個人は全員が共有しているボードに自己の課題を書き出して、情報を全員で共有できる

ようにしている。そうやって短期の目標を設定していきそれを達成しようとしている。」 

○広島女学院大学 

「全体の士気を盛り上げる意図も含めて個人の目標に取り組んでいる。」 

○広島市立大学 

「上回生が少なく、また部員それぞれが忙しいため取りまとめるのがむずかしいため、下

級生と上手に連携をとりながら部活動を行っている。」 

○広島大学 

「役員（最上級生）同士で年度初めに話し合ってその年度の目標を定めて、それに向かう

ようにしている。また、広大部員以外の人が広大の道場で引くことを禁止している。」 

○下関市立大学 

「部全体の目標としては予選通過。また個人の目標へと向かって練習に取り組んでいる。」 

○松山大学 

「試合の感覚を養うために、月に一度 OB の人を交えて射会を開いている。また個人の目

標をそれぞれに設定し、練習に取り組んでいる。 

○広島大学医学部 

「医学部中四において自分たちの前年度の成績を上回ることが部の目標。日々の練習では

身近な目標を立てて取り組んでいる。」 

○広島文教女子大学 

「部全体での目標は大会で優勝すること。日々の練習では部会を開いて改善を行うように

している。」 

○福山大学 

「年始に部としての大きな目標を設定してそれを全員で共有している。 

○山口県立大学 

「個人の目標を尊重している。また弓道に対する姿勢を意識するよう心がけている。」 

○山口大学 

「幹部交代の際に部全体の目標を掲げ、その目標を部に浸透させてそれに向けて取り組ん

でいる。」 

 

吉備国際大学代表者 

「大変勉強や参考になりました。ありがとうございました。」 



 

 

9,連絡事項 

・郵便物について 

・学連連絡について 

・代替わりに伴うお知らせ 

・会計関連 

全て滞りなく報告完了。特に質問もなし。 


