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新型コロナウイルス対策

オンライン授業 で 新年度スタート
６月から対面授業とスポーツ活動再開 ／ ７月に感染者判明し一旦中断
新型コロナウイルスのニュースで幕を開けた2020年。地球規模で感染が広がる中、大阪体育

大学も異例づくめの運営を迫られた。３月13日からクラブ活動を停止して、学生の入構を原則

禁止。授業は４月20日からオンラインで行うこととし、熊取キャンパスは学生のいない静まり
返った状態で新年度を迎えた。

３月27日に設置した岩上安孝学長を本部長とする「新型コロナウイルス対
策本部」は、対面授業とクラブ活動を再開する時期を探りながら感染防止対
策を練り、６月から段階的に学生を入構させる形で正常運転にこぎ着けた。

間隔を空けて着席
学生らによる感染予防活動

感染予防型の
キャンパスに改造

学友会が呼び掛け

全国的には前期授業をすべてオンラインで実
施した大学も少なくなかったが、大体大の特徴
として実技や実習の授業が多く、オンライン授
業では学生の習得度に限界がある。対面授業の
再 開 は 重 要 課 題 で あ り、 対 策 本 部 は ６ 月 日 か
ら 対 面 授 業 へ の 切 り 替 え を 決 定。 ま ず は １、４
年 次 配 当 科 目 の 履 修 生 が 入 構 し、 １ 週 間 後 に ２
年次配当科目の履修生、２週間後に３年次配当
科目の履修生が入構し、７月３日、ようやく学
生全員がキャンパスで顔をそろえた。
学生を迎えるにあたっては、臨時手洗い場を
約 カ所増設、食堂、レストランは座席数を絞
り込んで、座席を仕切るシートを取り付け。座
学の授業はすべて座席表を学生に配布し、座席
の間隔をキープした。
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キャンパス内に散らばり、３密回避を呼び掛けた。

密集を避けるメッセージを書いたボードを持って

た標語を募集し、優秀作品をポスターにして学内
に掲示。授業の合間や昼休みには、密接、密閉、

として、学生や教職員から感染防止をテーマにし

キャンパス内の感 染 予 防 意 識の啓 発には 学 友
会も動いた。
「学友会＆教職員協同プロジェクト」

20
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「学友会＆教職員協同プロジェクト」
感染防止ポスター

臨時手洗い場

23

後期授業はハイブリッドで

後 期 の 授 業 は ９ 月 日 に 再 開 さ れ た。 原 則 と
して実技は対面で行う一方、感染防止を徹底す
るために講義はオンライン授業をメーンにし、
対面とリモートのハイブリッド方式をとること
にした。クラブ活動では、関西学生秋季リーグ
やインカレなどの大会が競技によって開催、延期、
中止と対応が分かれ、部によっては練習の成果
を発揮する試合がなくなったショックが広がっ
た。夏には感染者数が漸減する傾向も見られた
が、先行きは不透明。感染防止を確実に行う一
方で、学生の学びやスポーツの機会をいかに確
保するか、試行錯誤が続いている。
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６月にスポーツ活動再開

対面授業とともに「再開」が課題となったの
はクラブ活動だ。クラブ活動停止が決まった３
月 日以降、学生は各自で自宅トレーニング。
各種競技大会は軒並み中止となって当面の目標
もなく、学生は仲間とも会えない孤独な状況だ
った。
４月７日に発令された国の緊急事態宣言が５
月 日に大阪府も解除になり、対策本部は６月
からスポーツ活動の段階的再開を決断。接触を
避けてソーシャルディスタンスを確保するなど
厳しい条件付きながらも、全国に先駆けての試
みを行った。

感染者判明で
再度の入構禁止

クラブ活動も条件をだんだん緩和して通常の
練習に戻りつつあった７月 日、学生２人の新
型コロナウイルスの感染が判明。７月 日まで
22

クラブ活動を再停止し、授業もオンライン授業
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に戻して学生の入構を禁止。新たな感染者が出
なかったことから、７月 日に学内活動は再再
開した。

学生と職員の間にシート
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大体大 PEOPLE

思い出を刻みながら
人生を共にする品を作りたい

宗川 佳弘さん
宗川佳弘（むねかわ・よしひろ）
1976 年８月５日生。大阪府羽曳野市出身。大阪市在住。大阪体育
大学体育学部卒、31 期。革製品づくりを独学で学び、紳士用革製
品ブランド「Munekawa」設立。2017 年度おもてなしセレクション
金賞受賞。妻と１男。

紳士用革製品ブランド Munekawa オーナー
革職人

る 頑 丈 さ を 併 せ 持 つ。2017 年 度

配りした繊細さと壊れにくく長く使え

一つ手作りの製品は、使いやすさに気

かばん、財布、キーケースなど一つ

場所に工房を新設することになった。

房は手狭になったため、３年前に別の

注文が増えてしまい、ビジネス街の工

じてもらえるようにしました」と話す。

た人たちに『ものづくり』を身近に感

外から見えるようにして、通りかかっ

んです。ミシンで作業している様子が

注目されるだろうと思ってここにした

ジネス街のど真ん中に工房があると、

ンした。オーナーの宗川佳弘さんは「ビ

2015年に店舗兼工房としてオープ

品店「Munekawa」
（ムネカワ）
。

イリッシュな店舗を構える紳士用革製

大阪市西区の土佐堀通り沿いにスタ

ものを手作りし、ホームセンターで材

好きだった。手帳やポーチなど身近な

で、子供のころから「ものづくり」も

る仕事」にも関心があった。その一方

プが大好きなので「アウトドアに関す

と必死に自問自答した。旅行やキャン

たいどういう仕事がしたいのだろう？」

を描くことができなかった。
「俺はいっ

員になるという一般的な人生のコース

見えてきたころ、就職活動をして会社

青春を謳歌した大学生活の終わりが

にはすっかり慣れてしまうほどだった。

ドな旅ばかり。警察官に注意されるの

中で寝たり、公園で寝るというワイル

断、カナダは東西を往復した。夜は車

自転車で北海道一周。車でアメリカ縦

休みを利用しては各地に出掛けた。

ュニケーション能力を鍛えられました」

格ではなかったので、友人たちにコミ

レンジした。テレビ番組で靴職人、家

料を仕入れて棚を作り自力で自室をア

具職人、陶芸家、大工など様々な業界

賞し、知名度が広がった。インターネ
ットでの注文も増えて、新型コロナウ

「おもてなしセレクション」の金賞を受

イルス禍でも何とか経営は持ちこたえ

の職人たちが紹介されるのを見ると、

のかは正直、良く覚えてないのですが」

学生時代については「何を勉強した

た革が自宅にあり、それを使って宗川

ていた。商売をたたんだ際に在庫だっ

革製品の材料となる革を卸す仕事をし

宗川さんが小学生の時まで、父親は

「恰好いいなあ」と憧れた。

られているという。

と苦笑しつつ、
「自分がやりたいことに

さんは小物を作っていた。革に関する

自身にプライオリティーがあるのは「革

チャレンジできた幸せな４年間でした」

製品のものづくり」だという結論に達

と振り返る。大学での友人関係が、自
「大阪体育大学の学生ってとにかく

し、その道を目指すことを決意する。

知識は父親に聞けば教えてもらえた。
アクティブで、いろいろな大学の学生

身の性格形成にも影響した。

が集まる集団の中では、自然にリーダー
的立場になるようなタイプが多いんで
すよ。僕はもともとあまり社交的な性
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店する。君の製品をうちの店に置いて
もらえないか」

注文も受けている。持ち主の愛着をひ

長く使うことが前提なので、修理の

手放せないんだろうなあって」

ッグにいろいろ思い出がしみ込んでて、

お客様の気持ちがうれしい。きっとバ

持ち主の人生に少しの「心豊かさ」

しひし感じる製品が送られてくると、
胸が熱くなるという。

をプラスして――。ムネカワの製品は

こだわりの紳士服を選びに来る男性
たちは、宗川さんの手作り革製品に心

そんな宗川さんの思いを乗せて、今日

も人々の手に渡っていく。

「先日、トートバッグの修理の依頼を
商品で、修理代に２万5000円かか

いただいたのですが、４万円ぐらいの

まもなくすると、革製品に使うファ

るんです。それだけ払っても、このバ

惹かれるだろうと期待されたのだ。
スナーなどの金具を扱うバイヤーから、

ッグをずっと使いたいと思ってくれる

大学卒業後は大阪を離れ、岐阜県の
来る。

銀座の百貨店からもオファーがやって

が広まり、大阪だけでなく京都や東京・

で見切りをつけた。その後は、
「とにか

術の習得ができず、宗川さんは８カ月

やすく寿命が短い。ムネカワはなるべ

なぎ合わせた製品は、つなぎ目が傷み

ツを使っていることだ。小さな革をつ

ムネカワ製品の特徴は、大きい革パー

和泉かよ子】

【OUHS ジャーナル編集長

案された。百貨店の紳士服売り場で、

「百貨店で催事をしてみませんか」と提
ミシンを使い製品を作る場面を見せな
がら商品を売るというスタイルだ。こ

革職人に弟子入りする。昼は工房、夜

の催事をきっかけに百貨店業界に評判

は生活費を稼ぐため居酒屋でアルバイ

く革製品用のミシンを買おう」と目標

ト。ところが、工房では思うような技

を立て、居酒屋のアルバイトに徹した。

く一枚革での製作を目指し、極限まで
革のつなぎ目を少なくする。材料の革

万円ぐらい。

当時、ミシンの価格は
ほとんど休みなく働き、約１年かかっ

分も多くなりコストは膨らむが、宗川

から大きくパーツを取ると、捨てる部

そこから大阪に戻り、独力で革製品

てミシン代金を貯めた。

さんは「長く使い続けてもらえるもの

シンプルであることは「壊れにくい」。

を作りたい」という方針を堅持してい

「革製品は使用することによって味わ

の製作方法を勉強する。買ってきた革

が続いた。自分の思った製品が作れる

いが出てきます。うっかりこすって付

製品をバラバラにして構造を調べ、ミ

ようになってからは、大阪や神戸の野

る。そのため、デザインはシンプルだ。

外マーケットに売りに出掛けた。２年

いた傷や、コーヒーをこぼしたしみも

シンで自分なりに作ってみる試行錯誤

万円ぐらいの

ほどして、ようやく月

にいて、思い出を刻みながら人生を共

『思い出』なんです。いつも自分の傍ら
にしていく、そんな製品を目指してい

売り上げが確保できるようになってい

ます」

た時、野外マーケットの仲間から声を
「近く紳士服のセレクトショップを出
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掛けられる。

大阪市西区江戸堀 1-24-12
TAT 江戸堀ビル 1F
https://www.munekawa.jp/

Munekawa
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大阪体育大学サッカー部の林尚輝（体育４年）が６
月、J リーグ、J １の鹿島アントラーズに入団が内定
した。林は「歴史と伝統、そして素晴らしいサポーター
がいるクラブの一員になれることを本当にうれしく思い
ます。幼い頃からの夢である『夢や希望を与えられる選
手』になるためのスタートラインに立つことができまし
た。今まで支えてくださった人々への感謝の気持ちを忘
れず、１日でも早く鹿島アントラーズの勝利に貢献でき
る選手になれるよう日々精進します」とコメントした。
林はサッカー部での活躍だけでなく、学業面でも３年
連続で体育学部上位５人の「学業優秀者」入る頭脳派。
男子サッカー部の松尾元太監督は「学業に対しても高い
向上心を持ち、専門競技においても志を持続して質の追
求を続けている。大学生活で大きく飛躍した選手」と評
する。
大阪府堺市出身の林は中学生の時、
「自分には忍耐強
さが足りない」と考え、親元を離れて島根県松江市の立
正大学淞南高校に進学。３年間の寮生活で「あきらめず
にコツコツと努力することができるようになった」と話
す。忍耐力を身に付けた後は、
「もっとメンタルを鍛え
たい」と大阪体育大学に入学し、
「スポーツ心理学やス
ポーツ科学を学んだのは、メンタル面の成長につながっ
「文武両道」を掲げる大体大アスリートを体現する林。

た」と自己分析する。
来春、鹿島アントラーズに羽ばたく。

Bリーグと選手契約

山田 友哉
今春卒業の

News

文武両道の大体大アスリート

鹿島アントラーズに入団内定
林 尚輝（体育４年）

「フレッシュな気持ちで積極的にプレーしたい」

大阪体育大学のバスケットボール部に所属し、2020

年３月に卒業した山田友哉選手（体育学部）が６月、プロ

バスケットボールリーグ「B リーグ」B2・西地区の愛媛オ

レンジバイキングスと選手契約を締結した。身長190㌢

級がそろうプロバスケットボールの世界で、
山田選手は178

㌢。
「身長が高くないけどバスケットをやっている子どもた

ちの希望になるようなプロ選手を目指す」と話している。

山田選手は北海道札幌市出身。小学１年からミニバスケ

ットボールを始め、
「高校２年ぐらいでもっと上手くなりた

た時、プロ選手になる夢が生まれた」と振り返る。大体大

いという気持ちが強くなった。バスケットに真剣に向き合っ

前にまず、
「人としてあるべき姿」を忘れないよう教育され

に進学し、バスケットボール部の比嘉靖監督からは競技の

振る舞いを大切にし、クラブ活動だけに熱中せず、授業も

た。あいさつをする、脱いだ靴はそろえておく、など立ち

きちんと出席して勉学を怠らないよう意識してきた。

比嘉監督の目指すバスケットは「ポジションを徹底した組

織的プレー」で、山田選手は「立ち位置が一歩違うだけで

敗につながる。一歩にこだわることを教えられた」と言う。

シュートを打つべき時に打てなかったりし、一歩のミスが勝

山田選手の持ち味はシュートの成功率の高さ。プロ入りを果

たし、
「フレッシュな気持ちで積極的なプレーをしたい」と話

鼓舞するタイプ」と評し、
「プロとしてのスタートラインに立て

す。恩師の比嘉監督は山田選手を「リーダーシップでチームを

たことに周囲への感謝の心を持って頑張って」と激励している。
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陸上競技部

全日本インカレ

坂本優勝 武本準優勝
回日本学生陸上競技対

とリセットの機会ととらえ、
「足が使え

やりが飛んでくれた。大学ではいろん

は何も考えずにやりを投げて、それで

カレの結果を受け、武本は「高校時代

絞った体で臨んだ今回の全日本イン

ないなら上半身のトレーニングをしよう

な知識が増え、あれもやらなきゃ、こ

た。
「この際しばらく競技から離れよう」

月半ばに新型コロナウ

とか考えず、ひたすらぼーっとしてい
イルスの影響でクラブ活動が休止にな

わり、『自分にとって何が一番大事な

っていた。怪我やコロナ禍で環境が変

れもやらなきゃ、って課題が溢れかえ

た」という。

トレーニングしないので筋肉はみる

た。事故から２カ月経って足が完治し

宣言。体は細くなったが、人間はひと

大学生として最終年度の来年の目標

のか』が見えてきた」と分析する。

たので１日５㌔以上走ることにすると、

回り大きくなり、高校時代から目標だ

止して自宅待機になったため、その間

ら約２カ月半、クラブ活動が完全に休

いる。新型コロナウイルス禍で３月か

手にしたが、記録が伸びず、
「優勝した

練習不足にもかかわらず金メダルを

800㌘のやりが重く感じたという。

と 話 す。 ６ 月 に 活 動 再 開 し た 時 は、

陸上競技部部長の
栗山佳也教授

山佳也教授（体育学部）が９月、陸上

大阪体育大学の陸上競技部部長の栗

秩父宮章を受章

と感じている。大学院は今年度で卒業

は「 ㍍を飛ばしてインカレ優勝！」と

は投擲競技のやり投げで、男子は坂本

スタジアムで開催され、大阪体育大学

った「 ㍍」の実現にエンジン全開だ。

㍍

体に目立った変化が訪れた。
「体がどん

㍍

女子は武本紗栄（体育３年）が

は全くやりを持つことができず、
「サン

㍍

気がしない」と率直な思いを語る。昨
年９月の同じ大会では２位ながら

し、実業団で競技を続けたい意向だ。

競技の発展、普及、人材育成に尽力し

60

やり投げの選手として日本陸上競技

指す全国でもトップレベルの投擲選手

大体大陸上競技部でインカレ優勝を目

選手権で優勝経験がある栗山教授は、
年以上務め、強化委員長は今

が評価されての受章となった。

回、指導者として参加。こうした実績

われるユニバ―シアードにこれまで４

年で５年目。学生のオリンピックと言

と喜んでいる。

輩方に追い付けた気がしてうれしい」

て「日本の陸上界を築き上げてきた先

らを育成、指導している。受章につい

理事を

栗山教授は日本学生陸上競技連合の

盟の秩父宮章を受章した。

た功労者に授与される日本陸上競技連

「実業団で ㍍を飛ばせる選手になりた

２月末にバイクで事故を起こし、右

感じがする」と晴れ晴れした表情。

今回のインカレで長いトンネルを抜けた

できる試合がなく悩んでいたけれど、

ト記録を更新。
「大学に入ってから納得

一方、武本は準優勝ながら自己ベス

い」とステップアップの道を思い描く。

80

60

達哉（大学院２年）が

月の日本学生陸上競技

43

96

個人選手権を ㍍ の記録で優勝して

坂本は昨年

で準優勝した。

57

73

ドボールで代用したり、ペットボトル

を記録しており、今回、飛距離が縮

75
んだ。
「体は動くのにやりが飛ばない」

38

足の親指を骨折。松葉杖の生活になっ

10

26

て走り回った」と話す。

どん絞れていく。それがうれしくなっ

れ？可動域が広がっている？」と感じ

みる落ちたが、ある時、肩を回すと「あ

る前から、武本は休止状態にあった。

3

で優勝、

を使って筋力トレーニングをしていた」

コロナ禍のクラブ活動休止を経験して
天皇賜杯第
校選手権（全日本インカレ）が９月
日～ 日、新潟市のデンカビッグスワン

11

89
73 6

坂本達哉（右）と武本紗栄
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硬式野球部女子

日～

回全国大学女子硬式野球

に優勝の夢を託した。横井光治

て練習してほしい」と後輩たち

これからは『打倒関東』を掲げ

投げたが、この結果は悔しい。

投手の横井は「決勝は気合で

決勝進出は初

全国大学選手権で準優勝
第
選手権記念大会が９月
で行われ、大阪体育大学は準優

日、和歌山県田辺市と上富田町
勝した。春の大会では昨年度、
監督はあと一歩で優勝を逃した

最後までできたのを喜びたい」

そればかり考えてきた。大会が

で４年生をどう送り出そうかと、

悔しさをこらえ、
「コロナ禍の中

準優勝したが、秋の大会で決勝
大学８チームが参

戦進出は初めて。
全国の
と B 組の２グループに分けて予
と語った。

加。 、 日は８チームを A 組
選リーグが行われ、大体大は A
組２勝１引き分けの１位で通過
した。上位４チームの決勝トー
ナメントでは、大体大は準決勝
戦で環太平洋大学（岡山県）と

男子400㍍フリーリレーで優勝した（左から）
武田力紀、村田勇輝、泉大雅、市川舜明

浅井拓実、春岡草太、武田力紀

４００㍍メドレーリレー 芝﨑大賀（４年）
、

（同）
、泉 大 雅（同 ）
、市 川 舜 明（３年 ）▽
水 泳 競 技 大 会 と関 西 女 子 学 生 選 手 権 水 泳
止になり、代替大会の「関西学生秋季水泳
両日、大阪市の丸善インテック大阪プー

競技大会オータムチャレンジ」が９月 、

目で優勝、水中もプールサイドも笑顔が弾

ルで開催された。大阪体育大学は男女 種

尾関一将監督（男子）は「冬場のトレー

けた。

としながらも、
「春からはコロナ禍でクラブ

ニングを考えれば満足な結果ではなかった」
活動停止になり、練習環境がなくなった。
そんな中で学生たちは工夫して目標達成に
取り組んだ。それが今大会の結果であり、

岸田晃祐（３

◇優勝選手は次の通り◇ （学部は全員が

学生たちを誇りに思う」と称えた。
体育学部）
【男子】１５００㍍自由形

年）▽１００㍍平泳ぎ 浅井拓実（４年）
▽２００㍍平泳ぎ 浅井拓実▽１００㍍バ

武田力紀（２年）
、村田勇輝

人メドレー 北村祥瑛（１年）▽４００㍍フ

タフライ 春岡草太（３年）▽２００㍍個
リーリレー

【女子】 ㍍自由形 新山くるみ（２年）▽

競技大会が新型コロナウイルスの影響で中

毎年７月に開かれている関西学生選手権

女子 400㍍フリーリレーで優勝した（左から）
青山美咲、河岸凛子、水谷楓、新山くるみ

年）
、水谷楓（１年）
、新山くるみ

㍍フリーリレー 青山美咲、河岸凛子（２

㍍個人メドレー 青山美咲（１年）▽４００

２００㍍平泳ぎ 榮樂遥香（２年）▽２００

50

200㍍平泳ぎ男女Ｖ。
（左から）浅井拓実、
榮樂遥香

対戦。エースの横井千晃（体育
１のサ

４年）は環太平洋大を１点に抑
え、押し出し死球で２
決勝戦では、予選リーグで１

ヨナラ勝ちした。
１の引き分けだった尚美学園大

学（埼玉県）と対戦。横井は初め
ての１日２連投に臨んだ。五回ま
点に抑えたが、六回に４失点。打

男子400㍍メドレーリレーで優勝した（左から）
武田力紀、春岡草太、浅井拓実、芝﨑大賀

200㍍個人メドレー男女Ｖ。
（左から）北村祥瑛、青山美咲

では尚美学園大の強力打線を１
線もチャンスを
生かせず、

エース
横井千晃

21
11

20
−

22

19 10

念の敗北。

オータムチャレンジ11種目で金

18
−

コロナ禍で練習工夫した成果
水上競技部

10
18

０ ５で無
−
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ラグビー部

安藤栄次・元日本代表が
新 HC 就任
学生目線を大切に

今春、大阪体育大学のラグビー
部は新 HC（ヘッドコーチ）を
迎えた。三菱重工相模原ダイナ
ボアーズでアシスタントコーチを
表（

）だ。大体大ラグビー部

務めていた安藤栄次・元日本代
は2017年のリーグ戦で４年
ぶりに関西大学ラグビー A リー
年度から A リーグで戦ってきた

グへの復帰を勝ち取り、2018
が、昨年度のリーグ戦は入れ替

安藤栄次・新 HC

え戦に敗れて B リーグ
に 転 落。抜 本 的にチー

新 型 コロ ナ ウ イ ル ス

就任に至った。

になり、安藤新 HC の

ムの指 導 者 を探 すこと

強い早稲田大学でウイニングカ

藤新 HC について「学生時代は

いていた。久門ディレクターは安

以後も連絡を取り合う関係が続

は通訳としてチームに関わり、

選手だった時、久門ディレクター

回して、グラウンド全体を使っ

りたい。どこからでもボールを

「セットプレーの強いチームを作

る」を基本方針に。そのうえで、

しっかりコミュニケーションす

も「学生の目線になる」
「学生と

大体大ラグビー部での指導で

選手との信頼関係を大切に

禍 に よるクラ ブ 活 動 休

ルチャーを見てきた人。三菱重

たラグビーを目指す」と語った。

ム改革するためフルタイ

藤・新 HC は「選手ら

止が開 け た６月 末、安

しては、トップリーグに昇格す

× × × ×

工相模原のアシスタントコーチと

る苦労も味わった。コーチとし

素 直で真 面目な 印 象。

ての能力、経験、そして人を惹

はみんなポジティブで、
指導するのが楽しみ」と

新 HC 就任とともに、チーム

語った。

に新風を吹き込みそうな存在が、

だ。ラグビー強国、トンガの出

きつける人間的な魅力。申し分

身で、高知中央高校（高知市）か

のない人材と思った」と評する。

ら大体大に進学。身長180㌢、

安藤 HC は埼玉県出

体重105㌔の体格で、
「将来は

身、早稲田大学卒。現役

に福島県伊達市の聖光学院高校

い」と感じたという。2018年

プロ選手を目指している」と言

生、ツポウ・マヘ（ 体 育１年 ）
験した。大学を卒業し、

う。大体大での目標は「A リー

チーム史上初めての外国人留学

2005 年 に NEC グ

月１回のペースで通う指導で同

でラグビー部の客員コーチをし、

グで戦いたい」
。

久門ディレクターの誘いに、安

リーンロケッツに入部、

高は見事、初の全国大会出場を

藤 HC は「HC はやったことが

2012年 か ら は 三 菱

果たした。高校生と接する中で

時代のポジションはスタ

重工相模原ダイナボ

ないポジション。チャレンジした

アーズでプレー。日本代

大切さを知ったという。
「僕が当

「目線を下げて話をする」ことの

学 選 手 権 優 勝 を２ 度 経

表 時 代に国 際 試 合に 出

ンドオフで、早大では大

場したキャップ数は 。

徒は理解していない場合がある。

たり前に使っている言葉でも、生

分からないまま放っておくと、

退し、2015年から三

少しずつ歯車が狂っていく。生徒

2014年 に 現 役 を 引
菱 重 工 相 模 原 のア シス

がどう考えているのか、それを

引き出して、理解していないと

大 体 大 ラ グ ビー 部 の

ころは修正しないといけない。そ

タントコーチをしていた。

は久門大朗・チームディ

環境、信頼関係が重要」

のためには、何でも話ができる

OUHS ジャーナル vol.221（2020.10）

8

HC にスカウト し たの

三菱 重工相 模 原で現 役

レクター。安藤 HC が

ツポウ・マヘ（体育１年）

13

38

グラウンド全体を使ったラクビー目指す

コロナ禍のスポーツへの影響

なくなったのを嘆いてもいい。目

大体大教員の解説、研究にメディア注目
新型コロナウイルス禍で東京オ

後の目標が全部なくなったわけ

の前の目標はなくなったが、その

させる講習を披露した。４連覇

でない」とし、先の目標を自覚

が中止や延期などの影響を受け
大阪体育大の教員にマスメディ

たことから、今年度に入ってから

出場が内定していたのに延期に

スに登場。東京パラリンピックに

本篤・客員准教授が NHKニュー

で、
「各国、各競技団体の予選や

京五輪開催の条件を考える企画

聞ウィークリー AERA」の東

ケティング）は、６月に「朝日新

藤本淳也教授（スポーツマー

スポーツに関し幅広い人材を

を書き込ませると、学生たちは

れの達成に向け何をするか課題

の目標を５段階に分け、それぞ

目標から、将来の夢まで、人生

気消沈する学生たちに、直近の

をかけた全国大会がなくなり意

なったことを問われ、
「デメリッ

そろえる大体大に、メディアの注

４月には、パラリンピアンの山

アの取材が相次いだ。

トを考えても仕方ない。新型コ

要」とコメント。８月の週刊文春

選考会が公平にできることが重

やる気が戻ったという。

しめるパラリンピックで、最高の

ロナウイルスが収束して誰もが楽

目度は高まっている。

数を制限して開催された場合に

では、東京五輪が無観客や観客
起こりうる問題について、チケッ
トの返金などを取り上げた。
土屋裕睦教授（スポーツ心理
学）は５月、読売新聞の「夏の
児たちには次の目標に向けたサ

甲子園中止」の記事で、
「高校球
ポートが必要」と見解を述べた。
９月にはテレビ大阪の「やさしい
ニュース」で、
「目標にしていた
大会が中止になったアスリートの
モチベーションダウンをどう克服
するか」をテーマにしたコーナー
で、土屋研究室の研究内容が紹

公式 twitter
@daitaidaikoho

大阪体育大学では今年４月、入試・広報部から独立して「広報室」が誕生しました。
広報ツールとしては、新しくツイッターとインスタグラムを開始。ＳＮＳも積極的に
活用して大体大の魅力を発信していきます。
「大阪体育大学 広報室」の各 SNS を是非、
フォローしてください。
新型コロナウイルスの影響でインターネット上の発信が重要性を増す中、３月に大
学ホームページを全面リニューアルしました。トップページの冒頭に動画を配し、本
学の学びを支える教師陣を紹介する「Ｔアクティブ」、多彩な分野で活躍する卒業生ら
が語る「Ｔパーソン」など、読みやすくビジュアルに。特に力を入れているのが、ＮＥ
ＷＳ
（新着情報）
の鮮度とボリュームのアップ。野外実習や各種イベント、社会貢献活動、
各クラブの活躍など多彩な話題をスピーディーに掲載するよう努めています。
スマートフォンの普及に合わせ、SNS 発信も充実させていきます。従来からのフェ
イスブックは情報量を増やし、広報室の公式ツイッター、公式インスタグラムも新た
に始めました。
大体大の研究活動はメディアからの取材も多く、４月以降、全国紙やテレビ局などか
ら数十件の取材依頼があり、各教員が積極的に応じて紙面や画面を通じて本学のブラ
ンド力向上に寄与しています。メディアの報道についても、広報室からインターネッ
トで素早くお知らせしていきます。
【広報室】

リンピックをはじめスポーツ競技

藤本淳也教授

介された。土屋教授は「大会が

テレビ大阪の「やさしいニュース」

@ouhs.kouho
公式 facebook

ツイッター、インスタも開始
広報室の誕生でネット広報拡大

お知らせ

パフォーマンスをする」と語った。

NHK ニュース

9
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Event

2020年度の海洋スポーツ

来栄え。
「これが体大生のポテン

スがいいですね」と舌を巻く出

どで親ぼくを深めるが、今年は

は、 夜 も キ ャ ン プ フ ァ イ ア ー な

３泊４日で実施していた例年

学 生 ら は「 学 科 も 部 活 動 も 違 う

シャルです」と胸を張る学生も

学生と知り合いになれた」
「先生

キャンプ実習が８月に行われ

タイヤと板をロープで固定し

とたくさん話ができた」
「初めて

た。今年３月に退職した野外活

て筏（いかだ）作るプログラム

の経験ばかりで新鮮だった」と、

昼 の プ ロ グ ラ ム の み。 そ れ で も

も あ り、 グ ル ー プ ご と に 出 来 上

日常を脱した実習の充実感を味

いた。

が っ た 筏 に 乗 っ て 海 へ。 手 作 り

わっていた。

動教育の専門家、福田芳則・前

コロナウイルスの影響で臨海実

筏でのレースは掛け声と歓声で

副学長が手塩にかけて育てたこ

習やキャンプ実習が中止になる

大いに盛り上がった。

年目。新型

中、海洋スポーツ実習は、宿泊

の実習は、今年で

せずに日帰りとし、前期と後期
を分けて一度の参加者を減らす
工夫をして、歴史を途切れさせ
これまでは徳島県の YMCA

ず来年にバトンをつないだ。

日。
人が

カッター

阿南国際海洋センターで実施し
ていたが、今年は会場を大阪府
岬町の府立青少年海洋センター
日～

と淡輪ときめきビーチに移した。
実習の前期は８月

体 育 学 部 の ３、４ 年 生 約

６グループに分かれ、ヨット、
カヌー、カッター、ボードセー
リングなど６プログラムにロー
海洋スポーツは初めてという

テーションで取り組んだ。
学生も多く、一人乗りのカヌー
では「最初は転覆しないか不安
だったけど、だんだんと波に乗
れるようになった」などと上達
数メートル先の二つの

を楽しんだ。一人乗りのヨット
では、

高い課題が与えられるが、海洋
センターのスタッフが「初心者
でもびっくりするぐらい上手い。
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80 22

スポーツをやっている人はセン

ヨット

30
20

ブイを周回するというレベルの

10

海洋スポーツキャンプ実習

コロナ対策を工夫し実施

今年で30年目

手作り筏レースで盛り上がる

手作り筏レース

カヌー

わくわくアダプテッド・スポーツクラブ

日は

寧に接してくれるので、子どもは前

の日から『明日は、わくわく？』と

今年度３回目となる８月

大体大の第６体育館３階の多目的

担当教員の曽根裕二准教授（ア

心待ちにしています」と笑顔だった。

大阪体育大学の学生と障がいの
ある子どもたちがスポーツにチャレ

アリーナで行われ、近隣の支援学校

び、ボールで的を打ち抜くストラッ

人。障害物リレー、卓球、大縄跳

まだまだ遅れている。子どもたち

っているが、障がい者の受け入れは

ポーツの充実は社会的な課題にな

ダプテッド・スポーツ）は「生涯ス

の中学部・高等部の５人が参加。大

体 大の学 生は「アダプテッド・ス

スポーツクラブ」は今年度、新型

ポーツ実習」の授業の履修生ら

ンジする「わくわくアダプテッド・

わせていたが、感染防止対策をと

コロナウイルスの影響で活動を見合

日。来年３月まで１カ月

支援学校の生徒らの大半は事業初

ク・アウトなどに一緒に取り組んだ。

は７月

アダプテッドスポーツとは、高

てほしい」と語る。

う。同クラブに参加する生徒たちは、

応できる教員」を目指しているとい

この日、進行役を務めた山﨑沙季

ともに勢いよくダッシュする生徒も

毎回、気分や体調が違っていて、
「距

年度から参加しており、体育館で顔

いれば、みんなが走り終えるまで座

離を取ったり近づいたり、その日の

齢者、障がい者、子どもなど体の

合（アダプテッド）させたもの。

様子によって対応を考えている。こ

で、
「特別なニーズのある子どもに対

同 クラ ブ は2016～2020年

生徒など、それぞれの個性を発揮。

って待ち、最後に立ち上がって走る

こでの経験を通じて、子ども一人一人

（教育学部４年）は小学校教員志望

度の研究事業「特別支援学校生徒

客席で見守る生徒の保護者は「体を

運動が始まると、スタートの号令と

のアダプテッド・スポーツ実践の

動かす場がほとんどなく、このクラ

馴染みの学生を見つけると大喜び。

場の提供とその効果」の一環とし

動きに制限があったり、体力がな

て創設され、教育学部生を中心に

を深く見る力がついた」と話した。

い人に合わせ、競技のルールを適

２回程度のペースで実施する予定。

にはここでスポーツの楽しさを知っ

って夏に活動再開した。今年度初

17
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22

障害物
リレー

ブは貴重な機会。学生がやさしく丁

卓球

活動再開
障がいのある中高生にスポーツの楽しさを

コロナ禍乗り越え

25

活動している。

大縄
跳び

集合！
準備も
しっかり

科

手数料収入

054,545,700
寄付金収入

028,419,000
補助金収入

国庫補助金収入

248,121,152

247,428,250
府県補助金収入

050,000
資産売却収入

692,902

150,867,876
雑収入

4,013,373,315
計

泉大津市から委託／社会貢献センター

社会貢献センター長の冨山浩三教授

（体育学部）は「スポーツ指導者や教育を

目指す学生にとっては、こうした活動は

リーダーシップやコミュニケーション能

力を養うのにとても役立つ。企業人にと

っても重要な能力であり、就職活動や社

会人生活に活きるはず」と、学生にも貴

ル投げを指導するなど多彩なプログラム

女子硬式野球部の横井光治監督がボー

重な機会であると話す。

っていた「子どもの体力向上推進プロジ

新型コロナウイルスの影響で延期にな
ェクト～体を動かすって楽しいよ～」が

が予定されている。

を動かすことでも大きく向上することが

（単位：円）

862,380,372

管理経費支出

240,186,652

施設関係支出

設備関係支出

029,082,400

160,963,799

計

3,148,705,082

大阪体育大学 令和二年度 資金収支予算書

科

（単位：円）

手数料収入

049,520,000

寄付金収入

016,980,000

補助金収入

国庫補助金収入

280,540,000

280,360,000

府県補助金収入

180,000

20

人件費支出

1,973,310,000

教育研究経費支出

管理経費支出

1,030,970,000

216,820,000

施設関係支出

166,680,000

設備関係支出

267,560,000

計

3,655,340,000

をしたり、握力測定に取り組んだ。

科

019,490,000
付随事業 ･ 収益事業収入

087,200,000
雑収入

4,039,250,000
計

額
金
目

（単位：円）

支出の部

3,585,510,000
学生生徒等納付金収入

0
資産売却収入

010,000
受取利息 ･ 配当金収入

別対策基金の一部を組み込ん

ロナウイルス対策として、特

認。今年度予算には、新型コ

業の報告、今年度の予算を承

となった。昨年度の決算と事

よる会議は行われず書面審議

コロナウイルスのため出席に

教育後援会の役員会は、新型

令和２年度の大阪体育大学

９月９日、始動した。大阪体育大学が大
阪府泉大津市から委託を受けている事業

分かっており、同プロジェクトも児童が

で、今年で５年目。社会貢献センターが
担当しており、大体大の専門的知見を反

９月９日は泉大津市立穴師（あなし）

楽しむことに重点を置いている。

映した運動プログラムになっている。
同プロジェクトは実施校を決め、数カ
月にわたって週１回、大体大の学生らの

小学校の児童を対象に行われた。約 人

の児童を６班に分けて、それぞれ学生が

指導で児童らが運動プログラムを実行。
最初と最後に体力測定をして効果をみ

リーダーに。 メートルのシャトルラン

教育研究経費支出

教育後援会

◇新役員のうち

された。

け、その後の紙上総会で承認

新役員は役員会で推薦を受

が盛り込まれた。

だ大学への寄付2000万円

コロナ対策で大学に2000万円寄付

30

る。
「体力向上」はストイックなトレーニ

1,856,091,859
人件費支出

額
金
目
収入の部

019,169
受取利息 ･ 配当金収入

ングを積むイメージがあるが、楽しく体

科

040,305,591
付随事業 ･ 収益事業収入

額
金
目
支出の部

3,491,044,827
学生生徒等納付金収入

額
金
目

収入の部

齊藤文代

役職者は次の通り◇

長

▽会

佐川弘美

大谷哲也

大田政信

▽副会長

▽会計監査

都倉三起子
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子どもの体力向上推進プロジェクト

（単位：円）

専門的知見を取り入れた運動プログラム

大阪体育大学 令和元年度 資金収支計算書

学友会新役員
"

"

高校生らに大学アピール

今年度の学生代表者総会が６

ンパスを始めたが、やはり実際

◇新役員は次の通り◇

予約制で人数限定

に見なくては伝わらないことも

８月に３日間

日にウェブ会議で行われ、

高校生、保護者対象のオープ
多い。特に体育大学ならではの

月
ンキャンパスが８月１、
２、
９日

前

せず、模擬授業、クラブ活動見

に。学生スタッフによる案内は

し、各回定員１５０人の予約制

午前と午後の１日２回開催と

することになった。

意向で、参加者数を絞って実施

ターのバックアップで、多数の

く配置し、加えて教職支援セン

学生は少人数精鋭で教員を手厚

学部は植木章三・教育学部長が、

が取れることなどを説明。教育

め各コースで様々な免許、資格

ており、体育の教育免許をはじ

ポーツ科学の専門科目が充実し

意でない学生も合格ラインに導

粘り強くサポートし、勉強が得

員試験対策には、学習支援室が

たことを報告。教員を含め公務

業生も含めると約100人だっ

験現役合格者は延べ 人で、卒

は、2019年度の教育採用試

明した。教職支援センターから

員試験でも好調な合格ぶりを説

で、消防官など教員以外の公務

究同好会、若杉太志（体育３年）

子瑞樹（教育３年）幼児体育研

ホッケー部▽企画広報委員

あずさ（体育２年）フィールド

小西連太郎（教育３年）
、大上

田翔希（教育２年）▽会計委員

人（教育２年）▽総務委員

フィールドホッケー部、福島隼

續佳那子（教育３年）▽

学友会の新役員が決まった。

の３日間、行われた。今年は新

就職状況説明では、キャリア

会長

大学概要説明は各部ごとに特

支援センターのスタッフが、両

副会長 白石明日香（体育３年）

に各地の進学説明会は軒並み中
徴を解説。岡村浩嗣・体育学部

充実した施設は見てもらいたか

止になっており、
「高校生と対面
学部とも

％の高就職率

長は、体育学部は実技科目やス

学もなし。大学紹介、施設案内、

学生が教員採用試験に現役合格

アダプテッドスポーツ同好会

キャンパスで新型コロナウイルス感染防止
の注意喚起をした学友会の取り組み

窓

◆◇新型コロナウイルス禍にあ
って、フランスのノーベル文学
賞 作 家、アルベール・カミュ
（1913年～1960年）の
代表作「ペスト」が増刷を重
ねています。カミュは中世ヨー
ロッパで人口の３割が死亡した
感染症ペストの流行をモデル
に、北アフリカのフランス領、
アルジェリアのオラン市がペス
トに襲われた設 定で1947
年にこの小説を発表しました。
◆◇難解な長編の「不条理小
説 」 と 評 判 な の で、 ６ 月 に
NHK の E テレ番 組「100
分 de 名著」がカミュのペス
トを再放送したのを見て読ん
だつもりに。ペストの発生でオ
ラン市はロックダウン。オラン
市を脱出しようとする者、自
ら進んで遺体の処分作業にあ
たる者、ペストの存在そのもの
を否定する者……。◆◇大阪
体育大学のスポーツ活動自粛
中は「体が動かせないのは頭の
トレーニングをする時間を与え
られた」
「自分流の答えを探し
人間として成長する絶好の機
会」
「ピンチをチャンスに変え
る方法は必ずある」などなど
大学関係者から前向きな意見
を多く聞きました。コロナ禍は
スポーツに多大なマイナスの影
響を及ぼしていますが、禍を
どう乗り越えるかのヒントもス
ポーツの中にありそうだと思い
【和泉かよ子】
ました。

窓



った」との声が寄せられた。

ことがたくさんあり、来て良か

からは「ネットでは分からない

る問い合わせに答えた。参加者

全般について、スタッフがあらゆ

くクラブ活動も含めた大学生活

個別相談も行い、授業だけでな

が整っていることを説明した。

し、スポーツに打ち込める環境

ぶトレーニングルームなどに案内

パスツアーでは、最新マシンが並

また、施設を見学するキャン

く体制が紹介された。

47

菓

個別相談の最低限のメニューと

を果たしている実績を報告した。

97

した。尾鷹邦彦・入試部長は「今

96

年からウェブ上のオープンキャ

～

する機会が必要」との入試部の

った」と話す。

17

型コロナウイルス感染防止の観

2020

点から中止も検討されたが、既

オープン
キャンパス

13
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ハードボイルド風に
生きてみないか
タイトルは、大藪春彦らと日本のハードボイルド小説の基礎
を築いた生島治郎のエッセー集から拝借した。彼はハードボイ
ルドの条件を三つあげている。①自分のルールを守り抜くこと、
②どんなに痛めつけられても泣き言を言わないこと、③他人に
対するやさしさを失わず、自分の傷を他人に見せないこと。
今回はハードボイルドな２人の男の話である。
昨年の秋、学会出席の折、東京・神田神保町の古書店をまわ
っていて昼時になり、
「神田まつや」という老舗の蕎麦屋に行く
ことにした。地下鉄を小川町で降り、駅を出たところの地図板
で店の位置を確認しようと、コートのポケットからメモを取り
出し、住所と地図を見比べていた。小さな声が耳に入った。
ようやく方向が定まり歩き出そうとすると、横に初老の男が
佇んでいた。声の主だった。左手に紙袋を持ち、そこにはカセ
ットテープが袋いっぱい、きっちり納まっていた。
男はやや不明瞭な口調で、
「これ、あなたの？」と Suica（JR
東日本のＩＣカード）を差し出した。
ぼくはあわててコートのポケットを探った。どうやらメモを
取るときに落としたようだ。
礼を言ったぼくに、男ははにかんだような柔らかい表情を一
瞬見せると、切れのいい動作で踵を返し黙って歩き出した。紙
袋を持つ右肩を少し落とし、ぼくとは無縁であることをはっき
りさせるような速さで去って行った。二度と出会うことのない
後ろ姿を眺めていて、唐突に作家の田中小実昌さんのことを思
い出した。
1981年８月、その日の西ベルリンは茹だるように暑かった。
壁の崩れる８年前である。ぼくはベルリン随一の目抜き通りクー
ダムを走るバスに乗っていた。窓から田中さんを見つけた。少
しふらついていた。バスの揺れでそう見えるのか、暑さのせい
でふらついているのか、酔っ払っているのか、分からなかった。
田中さんをカセットテープの男から連想したのは、歩き姿が
似ているというより、会話や所作から伝わってくる「肌ざわり
がいい」という言葉に近い、あえて言えば「心ざわりがいい」
というような「感情（こころ）の居心地のよさ」を２人に感じ
たからである。
田中小実昌さんが「浪曲師朝日丸の話」と「ミミのこと」で
第 81 回直木賞を受賞した数年後である。

コラム

名誉教授

和田隆夫

その頃の西ベルリンは壁に囲われ、たくさんの外国人が暮ら
していた。若者は空き家を占拠し、ベルリン自由大学は学生で
あふれ、壁では逃亡する東ベルリン市民が撃ち殺され、それで
いてドイツらしい暮らしをする人たちもたくさんいた。猥雑と
清潔、混乱と秩序が至るところにあり、ゴム風船のように愛と
絶望がぷかぷか漂っていた。いかすジャズが流れ、中年の天使
が娘に恋をし、クリスチーネ・F が麻薬と売春に手を出し、カ
ラヤンがタクトを振っていた。とても感覚的でありながら沈潜
した街だった。
そんな西ベルリンで田中さんと偶然に出会った。
６月の肌寒い夕刻、多国籍の友人たち、10人くらいいたかなぁ、
ガヤガヤと日本レストラン「京都」に行った。店内に入るやす
ぐに気づいた。
田中小実昌がいる。
ポーランド人の友人がウオッカを持ち込んでいたので、ぼくは
「おいしいウオッカがあります。ご一緒にどうですか」と図々し
くお誘いした。そのときは断られたが、30 分ほどしてぼくたち
のバカ騒ぎに誘われたのか、空のグラスを両手で大切そうに抱え
てぼくたちのテーブルに来られた。今でもその姿が忘れられな
い。中年のおじさんでこんなにかわいい所作のできる人がいるの
かと思った。そのかわいさがカセットテープの男と重なる。
２人から「年をとるだけタフになれ、そしてやさしく生きろ」
と教えられたように思う。
その晩はウオッカだけで終わらず、店を替え明け方まで飲んだ。
田中さんとはこれで終わらず、どうも不思議な縁があるよう
で、次の偶然は５年後の銀座だった。学会の午後の部をさぼり、
銀座をぶらついていると５丁目辺りの路上で再会した。挨拶を
すると、
「ハイ？・・・ハイ！」と愛想笑いはなく応えられた。
すでに酔っているようで、ぼくのことを思い出したのかどうか
今も分からないけど、そのまま飲みに行った。それ以来もう偶
然はない。そして 2000 年２月に逝去された。
自分の決めたルールで屈託なく生きる男はかっこいい。
生島治郎は言う。
人は「殴ったときより殴られたときに個性がでる」
殴られたときこそ、粋な捨て台詞をはいて、自分の道をその
まま歩く。
どうだろう。ハードボイルド風に生きてみないか。

田中小実昌『香具師の旅』
（河出文庫）
表紙
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『田中小実昌』
（KAWADE 夢ムック文
藝別冊）表紙

田中小実昌『世界酔いどれ紀行ふら
ふら』
（光文社）表紙

生島治郎『ハードボイルド風に生きてみな
いか―男の行動原理』
（ワニ文庫）表紙

【大学院】
●スポーツ科学研究科
博士（前期・後期）課程
【体育学部】
●スポーツ教育学科
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●教育学科
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