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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
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3 月 14 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 33(33) 名

出席率 57.89 %

前々回

2 月 28 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 38(37) 名

出席率 66.67 %

本日の卓話者ご紹介
東海大学体育学部競技スポーツ科 教授
体育会ラグビーフットボール部 ＧＭ兼監督
木村季由様

卓話

「学生スポーツにおけるマネジメント」
東海大学体育学部競技スポーツ科 教授
体育会ラグビーフットボール部ＧＭ兼監督
木村季由
今年こそは！
年末の大学選手権で明治大学に 15-18 と僅差で負け、寂し
い正月を迎えていました。しかし箱根駅伝では総合優勝！
という快挙を成し遂げ、我が東海大学としてはうれしい 2019
年度のスタートになりました。
昨今のクラブ活動やスポーツに臨む学生の気質などをお
話ししたいと思います。スポーツを取り巻く環境において
様々なハラスメントにより我々の時代で良かったものがその
まままかり通ることは難しくなりました。
まず、入部する新入部員には基本方針を伝えます。
①社会に通用する人になること（しっかりとあいさつ・
謙虚さ）
②学業と両立すること（アメリカでは学業成績がある一
定のポイントを超えないと試合に出場できないルー
ルもあります）
今の学生は、文脈から想像することを苦手とする学生が多
いですが、一つ一つしっかり説明すると理解できます。
また、学生の考えるチームワークとは仲間であり『仲間＝
仲がいい』こと。
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しかし本当に強いチームワークとは、お互いに厳しいことを
言える関係性です。学生たちは仲の良いもの同士、居心地
の良い環境に行ってしまうので、私たちは先輩後輩の４人
部屋で共同生活をさせています。
〇チームワークの大切な 4 つ
1. チームスピリッツを持っているか。仲間と一緒に夢を
共有できるか。
2. 自分自身を目標に向かって努力する能力がそなわって
いるのか。自分自身が成長できるか。
3. 自分自身がコミュニケーションをとれているか。
4. お互いに仲間を補う慣例があるか。
大事なことは助け合うよりも、一人一人役割を持たせること。
今の学生でリーダーシップを発揮する人は少ないので、そ
の少ないリーダーにみんなが頼ってしまう傾向があります。
誰かへの依存心が強いとチームは強くなりません。自分自
身が成長できないとこの場所にはいられないといった雰囲
気が必要であり、仲間・家族・誰かのために何かをするこ
とを意識することが成長を加速させます。
①チームスポーツの魅力は個人の能力の結集である
②一瞬一瞬の判断能力、より高度な指揮性が必要である
日常生活の中でもきちんとした生活ができない選手はいい
選手にならない。一人ひとりの個性を認める受け入れるこ
とがスタートラインです。個々を型にはめ込むではなく、
お互いの存在を認め、行動を認め、結果を認める。思考
停止の状況を作らず、常に考えさせる。
それが必要と感じます。

■東海大学ラグビー部

1963 年 ( 昭和 38 年 ) 創部。関東大学リーグ戦 1 部に所属。
2007 年度にリーグ戦初優勝を果たし、
これまで 7 回のリー
グ戦優勝を数える。全国大学選手権大会には 2002 年度に
初出場、2009、2015、2016 年度には決勝に進出も、いず
れも帝京大学に敗れ、準優勝に終わっている。学生 ( 選手・
マネージャー ) の所属学部は多岐にわたり、ほとんどの学
生が平塚にある湘南校舎で学生生活を送っている。社会で
通用する人間性を身につけ、「目配り・気配り・思いやり・
言葉がけ」
を行動指針に、様々なシーンで率先してリーダー
シップのとれる人間力の向上をめざすクラブ。

■講師プロフィール

木村 季由 ( きむら ひでゆき ) 様

東海大学体育会ラグビーフットボール部 GM 兼監督

平塚ロータリークラブ 週報 3197 号
1966 年 5 月13日生まれ。
本郷高校〜日本体育大学
体育学部卒業。日本航空、
サンリオでの社会人生活を
経た後に日本体育大学大学
院体育学研究科でバイオメ
カニクスや運動生理学を専
門に学び修了し、同大学身
体動作学研究室助手を務め
る。
1988 年度より東海大学
体育学部講師となり、現在
同大学教授。日本ラグビー
フットボール協会強化委員、テクニカルスタッフ、U19・
U23・日本 A 代表フィットネスコンディショニングコーチ、
コーチ委員等を務めた。現役時代は WTB。
1998 年度より東海大学ラグビー部監督に就任。就任 10
年目にして関東大学リーグ戦 1 部優勝を遂げ、大学選手権
の常連校に育て上げた。
日本体育協会ラグビーフットボールマスターコーチ、日本
ラグビーフットボール協会コーチトレーナー、オーストラ
リアラグビーコーチレベル 4 などのコーチ資格を持つ。
【関東大学リーグ戦 1 部】
優勝回数：8 回 (2018 年度シーズン終了時 )
【全国大学ラグビーフットボール選手権大会 2018 年度
シーズン終了時】
準優勝 3 回 ／ベスト 45 回

◎クラブのたすきが長年の使用によりだいぶ劣化致しました
ので、
この度新調いたしました。
80本のうち、5本は長めに作成致しました。皆様大切に使
ってください。
◎来週の21日
（木）は春分の日で例会は休会となります。
お間違えの無いようお願いいたします。

誕生祝いの牧野國雄、柳川信男、米山範明会員
委員会報告
・職業奉仕委員会 小笠原先生
3/14(木)に行いました健康診断の結果を皆様にお配りし
ました。丁寧なコメントも入れて下さり小笠原先生、大変
ありがとうございました。
・地区協議会について 清水裕会長エレクト
次年度参加対象の会員に、
ご連絡した件です。
4/21(日)10:30NTT前集合、バスで日大藤沢へ。18:30終了
予定です。
ご協力宜しくお願い致します。
・長期計画委員会 升水一義委員長
3月27日
（水）18:30より第5回長期計画委員会を開催致し
ます。場所は商工会議所2階の第3会議室です。
先日配布致しました
「会員満足度調査報告書」
を必ず
ご持参ください。
メークアップ（MUP)

7名

杉山会長、清水 裕、清水雅広、竹下徹洋、常盤卓嗣、
豊川忠紀、三荒弘道会員
幹事報告
◎4月21日に開催の地区研修・協議会にご出席頂く次年度の
各部門委員長、担当者の方には既にご案内をお送りして
いますが、回答の締切は15日
（金）
までです。
バス、お弁当 の手配がありますので必ずご回答をお願
いいたします。バスを利用される方はその旨もお申し出
ください。
◎3月22日
（金）
・23日
（土）
地区新会員の集いが開催されます。
鳥山、三荒、葛西、米山範明会員が出席されます。
◎3月23日
（土）
・24日
（日）
インターアクト一泊研修会が開催
されます。
平塚学園のインターアクター18名と顧問教諭2名が参加
されます。
クラブからは秋山インターアクト委員長が参加
されます。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

本日のスマイル

11名

ゲスト

1名

東海大学体育学部競技スポーツ科 教授
体育会ラグビーフットボール部ＧＭ兼監督 木村季由様
0名

ビジター
卓話・行事予定
3月21日(木)
3月28日(木)

祝日のため休会
卓話：横浜ビーコルセアーズ 高橋進様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

