
 リーゼミの栞  

平成２２年度 中四国学生剣道連盟  

リーダーゼミナール 

 

 

－江田島の自然の中で、中四国を担うリーダーとしての意識を高めよう－ 

 

目的：１．講話、稽古、審判、試合などを通じて、リーダーとしての資質を高める。 

      ２．二泊合宿・寝食・交流会を共にして、リーダーの親睦交流を深める。 

      ３．江田島の風土や歴史にふれる。 

 

 

 平成２３年３月１２ 日（土）～１４ 日（月）  

国立江田島青少年交流の家 

中四国学生剣道連盟 



生活心得  

有意義なゼミナールとするために良識ある行動をとりましょう  

１．学生らしい行動をとること  

２．時間厳守で行動すること  

３．一般の利用者に迷惑になるような行動は慎むこと  

４．非常口を確認しておくこと（火の取り扱いには十分注意すること）  

５．急用のため、外出や途中退出する場合には責任者の了解を得ること  

６．自己の健康管理につとめ、健康で安全な生活をすること  

７．施設・設備を大切にし、利用した設備の収納清掃に留意すること  

８．ごみは分別し、所定に場所に捨てること  

９．起床と同時に寝具の整頓をすること  

１０．トイレなどにおける履物の整頓を怠らないこと  

１１．入浴時は浴槽にタオルをつけない  

１２．消灯後は静かに休むこと  

＊ 注意事項  

・ 未成年者は喫煙を慎む、成年者も所定の場所で喫煙すること  

・ 責任者の指示に従い、勝手な行動はとらないこと  

・ 事故が発生したときは、速やかに責任者に報告すること  

 

携行品  

① 紅白のタスキ一組、剣道具一式  

② 洗面用具、バスタオル、タオル、寝間着  

③ 健康保険証に相当するもの  

④ パソコン研修参加者はパソコン 

 

実施概要  

日程：2011年3月12日（土）～14日（月） 2泊3日  

会場・宿泊：国立江田島青尐年交流の家（http://etajima.niye.go.jp/) 

   〒737-2126広島県江田島市江田島町津久茂1－1－1 

   TEL 0823‐42‐0660 

 

 

http://etajima.niye.go.jp/


主催：中四国学生剣道連盟 

〒739-8511 東広島市鏡山１－３－２  広島大学体育会剣道部 

主管：福山大学学友会剣道部 

 

実行委員：小原啓示（実行委員長：香川大学）他、中四国学生剣道連盟学生役員  

〒761－8053 高松市西ハゼ町60－14Uハウス302号  

携帯 （ ） 

 

リーダー資質向上演習：香川 直己先輩 

実技講師：木原 資裕先輩・榊 康守先輩 

担当理事：香川 直己先輩 

パソコン指導：石井 博貞先輩 

 

 

日程 

12（土） 13（日） 14（月） 

11:00～ 受 付 7:10～ 朝の集い 7:10～ 朝の集い 

    7:30～ 掃除・朝食 7:30～ 掃除・朝食 

11:30～ 施設説明 

開会 

9:00～ 実技指導２・

稽古 

9：00～ 部屋点検 

9：30～ 試 合 

12:00～ 昼食 12:00～ 着替え・昼食 

13:30～ 実 技 指 導

１・稽古 

13:30～ 審判講習 
12:00～ 

閉会式 

（パソコン

研修） 

実技指導３ 12:30～ 昼食 

感想文提出 

17:00～ 夕べの集い   13:30～ 解 散 

17:30～ 入浴・夕食 17:00～ 夕べの集い     

20:00～ リーダー資

質向上演習 

17:30～ 入 浴 

22:30～ 就 寝 19:30～ 交流会 

＊１：各部屋１名待機しておく 

＊２：部屋点検後は荷物を体育館に移動させて下さい。 

 

 



特記事項 

①初日の受付は体育館で行います。 

②初日の更衣に限り昼食後、男子は体育館、女子は３階の第９研修室（狭い場合は第１０

研修室）で更衣を行ってください。更衣後、荷物は全て体育館に持って行って下さい。 

③パソコン研修は第１０研修室で行います。 

④｢夕べの集い｣、「朝の集い」は、つどいの広場で行います。（雨天時は体育館）５分前集

合でお願いします。 

⑤風呂の時間は代表者会議で決まります。 

⑥宿泊室・研修室（体育館・武道館・講堂も含む）での飲食は禁止です。 

⑦ゴミは各フロアに１つ設けられるゴミ箱に捨ててください。 

⑧貴重品管理は個人の責任で行って下さい。宿泊室を不在とする場合は、必ず施錠してく

ださい。 

⑨退所時に職員が部屋を点検するので、各部屋最低１名待機しておいてください。 

 

交流会 

開催日程：３月１３日  １９：３０  開始予定 

  ①各大学の親睦を深めるため、楽しくやりましょう。 

  ②交流会では自己紹介の場があります。各大学特色ある芸を用意して、楽しく自

  己紹介しましょう。 

  ③次の日のリーゼミ選手権のチーム決めを行います。 

 ＊注意：交流会ではアルコールが出されます。未成年の飲酒や一気飲みなどは控えましょう。 

 

 

リーゼミ選手権 

開催日程：３月１４日 ９：００  開会 

 ①チームは男子２名、女子１名の３名１組を基本とする。 

 ②試合時間は３分３０秒とする。 

 ③審判は学生審判で行う。 

 ④チーム決めは、前日の交流会で行う。 

 ⑤男子対男子、女子対女子の場合は３本勝負で行うが、男子対女子の場合は女子 

     が１本先取しているものとして試合を行う。 

 

 



部屋割り 

 

A105 木原資裕 香川直己 榊康守 石井博貞 近藤裕樹 
 

       
A101 小比賀政浩 遠藤雅之 伊藤昌太 横澤湧 片野広大 岡田直也 

  田中克弥 松村慎太郎 島村尚明 北優輝 
  

A102 池田 大徳 瀧口 尊文 井上将太 小針一風 坪内昭紘 溝口雄一 

  櫻井啓輔 難波孝至 森悠亮 片岡裕貴 小阪将大 
 

A103 香川修慶 上田祥平 菱川創太 大野泰史 
  

A104 小原啓示 月本 翔太 工藤圭司 
   

A106 太田 浩貴 田久保 竜馬 戸上皓一朗 
   

A201 今永 晃博 亀岡政哉 山ノ井拓也 荻野晋伍 大宅 健太 吾郷拓馬 

  井上嵩大 舟本龍馬 藤田政宏 森田昂嗣 木下利徳 
 

A202 越智 拓也 古川翔太郎 池嶋直明 山崎健司 西山拓志 西山 雅人 

  細井淳弘 宮宗慎一 宇津井貴行 荒木健志 岡俊介 
 

A203 谷口 裕基 渡辺勇太 藤本創大 井村 紘誠 
  

 

B102 掛本なつみ 福島雅 山畑佳代 宮園 夏未 新田有希 

  合田麻美 三上志穂里 禎 綾乃 山崎麻美 土井 夢香 

B103 明石 靖子 山村 彩 大倉静香 上田晴加 
 

B105 宮川千絵美 高橋琴美 阪本結希 
  

 



リーダーゼミナール アンケート （平成 23 年 3 月 14 日） 

リーダーゼミナールをよりよくするために、参加された皆様からの感想を賜りたいと思います。以下の質問項

目にお答えください。 

 １、参加動機について （なぜリーゼミに参加しようと思ったか）【複数回答可】 

①主将だから  ②次期主将だから  ③主務だから  ④次期主務だから  ⑤先輩に言われたから 

⑥1，2年生はこれに参加するものだと思っているから   

⑦その他（以下にその内容を具体的に書いてください） 

 

 

 

２、開催時期について  

①良い   ②まあ良い   ③普通   ④あまり良くない   ⑤悪い 

＊ ご意見を具体的にお聞かせください 

 

 

 

３、日数について  

①長い   ②適切   ③短い  

＊ ご意見を具体的にお聞かせください→ 

 

４、開催場所について  

①良い   ②まあ良い   ③普通   ④あまり良くない   ⑤悪い  

＊ ご意見を具体的にお聞かせください 

 

 

 

５、企画内容について  

①良い   ②まあ良い   ③普通   ④あまり良くない   ⑤悪い  

＊ ご意見を具体的にお聞かせください 

 

 

 

６、参加費用について  

①高い   ②適切    

＊ ご意見をお聞かせください→ 

 

７、その他、何かお気づきの点がありましたら以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力いただき、ありがとうございました。 




