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【 参加者の皆様へのお知らせ 】 

 

１）参加申込み方法 

以下の方法でお申込み下さい。当日の受付混雑緩和のため、事前申込みにご協力ください。 

○事前申込みの方…締切りは2016年7月30日(土)までとさせていただきます。 

   申し込みの方法（2つから選んでください） 

 （１）学会HPの申込み登録フォームより、必要事項を入力して送信してください。 

 （２）氏名、所属先、連絡先を記入したメールを下記宛に送ってください。 

      k-uchida@mail.koka.ac.jp   大会実行委員長 内田和寿宛 

また、参加費を2016年7月30日(土)までに下記口座へお振込ください。 

      振込先金融機関：楽天銀行 

      支店および番号：テクノ支店（店番号：217），口座番号：3238803 

      口座名義：内田和寿（ウチダカズトシ） 

○当日申込みの方…当日、受付にて手続きを完了してください。 

 

 

２）参加費 

カテゴリー 参加費（事前登録） 参加費（当日登録） 

会員（一般） 1,000円 1,500円 

会員（学生） 無料 無料 

非会員（一般） 1,500円 2,000円 

非会員（学生） 500円 500円 

※学生は受付時学生証を提示、高校生以下は無料 

※小、中、高校生を引率される指導者の方は事前に2016バレーボールミーティング実行委員会事務局へ 

御連絡ください。別途対応させて頂きます（参加費無料）。 

 

 

３）受 付 

   ミーティング参加費の支払い（除：事前登録者）、ネームホルダー及び領収書の受取を行ってください。 

ネームホルダー内のカードには、所属と氏名をご記入いただき、会場内では必ず着用してください。 

 

 

４）年会費未払い 

   日本バレーボール学会員の方で、年会費を未払いの方は、年会費をお支払いください。 

   領収書は、後日郵送致します。 
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５）会 場 

講演・シンポジウム・情報交換会は京都外国語大学第 2 分館 10 号館 3 階Ｒ10302 教室で行われます。

オンコートレクチャーは第 2 分館武道体育館で行われます。オンコートレクチャー会場の武道体育館は

土足厳禁ですので、室内用シューズやスリッパ等のご持参をお願いいたします。 

本ミーティング開催中における講演内容等に関するリアルタイム配信（ツイッター等）についてはご

遠慮ください。なお、ビデオ撮影を希望される方は、事務局までお申し出ください。 

 

 

６）飲食（昼食）について 

   会場近隣には飲食店が少ないため、昼食はご持参いただくことをお勧めします。飲料の自動販売機は

ございます。最寄りのコンビニまでは徒歩約 5 分程度です。 

 

 

７）タバコ 

   会場では喫煙場所が指定されております。必ず指定された場所をご利用ください。 

 

 

８）情報交換会のご案内 

16：00 より京都外国語大学第2分館10号館3階Ｒ10302教室において、講師を交えての情報交換会を開

催いたします。会費は会員・非会員ともに2,000円です。参加希望の方は2016年7月30日(土)までに参加

費と併せてご入金下さい。当日参加も可能ですが、準備の都合上、極力事前のお手続きをお願いいたし

ます。当日参加の方は、受付にて手続きを完了させてください。 
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【 主催者挨拶 】 

 

2016 バレーボールミーティング開催にあたって 

日本バレーボール学会 会長：河合 学（静岡大学） 

 

正に暑気厳しき折柄、日本バレーボール学会主催の 2016 バレーボ

ールミーティングが、歴史麗しき古都：京都で開催されますことは、

日本バレーボール学会会長としてこの上ない光栄の極みであり、開

催に向けて尽力を頂いた関係各位には心より厚く御礼申し上げます。 

さて、ご承知の通り本年はオリンピックイヤーであり、日本とは

ほぼ地球の反対側にあたるブラジル：リオデジャネイロ市において

第 31 回大会が開催されます。前回のロンドンオリンピックでは日本

代表女子が 28 年ぶりにメダルを獲得し、バレーボール関係者だけで

なく日本全国が歓喜にわいたことは鮮明な記憶として残っています。

この喜びを再び味わうためにも代表入りした選手たちには不断なる

努力を期待していますし、我々もまたバレー界を挙げて日本代表の

活躍を後押ししていく必要があると思っています。そのためにはバレーボールをさらに深く理解し、そして

多くの方々と情報を共有し、ディスカッションし、国際的な視野でバレーボールを捉えることのできる知識

の獲得が重要な課題となってきます。 

今回のバレーボールミーティングでは、元ケニア男子代表であり 2008 年以降は日本で指導経験を積んで

いるゴッドフリー・オクム氏をメインスピーカーに迎え、グローバルな視点からバレーボールを解説してい

ただくことになりました。オクム氏は現在、博多女子高校バレーボール部のコーチとして活動されており、

高校生にも理解できるバレーボール理論、そして技術指導における英語表現を指導の現場に生かす取り組み

をしています。今回のオンコートレクチャーでは、そのノウハウと世界のバレーボール事情を聞くことがで

きるのではないかと期待しています。また、会場が京都外国語大学ということもあり、パネルディスカッシ

ョンでは海外事情に詳しい方々により世界のスポーツ全般やバレーボールの話を「国際交流」に焦点を当て

ながら話していただけるということも今までにない企画であり、バレーボールの違う魅力を明らかにしても

らえるものと期待しています。 

昨今の京都は古都の魅力から外国人観光客で賑わっていると聞きますが、バレーボールではワールドグラ

ンプリを開催するなどスポーツの面でも魅力溢れる街に変貌しています。参加される方々は時間の許す限り

京都の魅力を堪能する時間にしていただけたらと思います。 

最後に、改めて本ミーティングの計画、準備から会場設営までお力添えくださいました関係各位に感謝す

るとともに、本ミーティングがバレーボール関係者にとりまして有意義なものになりますことを祈念してお

ります。 
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【 学会役員・実行委員会 】 

 

日本バレーボール学会役員（2015－2017 年度） 

名誉会長：遠藤俊郎（山梨学院大学） 
特別顧問：杤堀申二、矢島忠明 

顧  問：明石正和、川合武司、清川勝行、島津大宣、高橋和之、原田智、森田昭子 

     藤島みち（2016 年度より） 

会  長：河合 学（静岡大学） 

副 会 長：黒川貞生（明治学院大学）、古澤久雄（かのやスポーツ研究所） 

理 事 長：石手 靖（慶應義塾大学） 

監  事：柏森康雄、廣 紀江（学習院大学） 

理  事：（50 音順） 
板倉尚子（日本女子体育大学） 内田和寿（京都光華女子大学） 

         小川 宏（福島大学） 金子美由紀（名城大学） 

川田公仁（つくば国際大学） 黒後 洋（宇都宮大学） 

         小林 海（日本スポーツ振興センター） 篠村朋樹（木更津工業高等専門学校） 

         杉山仁志（武蔵丘短期大学） 高根信吾（常葉大学） 

         髙野淳司（一関工業高等専門学校） 高橋宏文（東京学芸大学） 

       田中博史（大東文化大学） 鳥羽賢二（びわこ成蹊スポーツ大学） 

       中西康己（筑波大学） 布村忠弘（富山大学） 

       橋本吉登（三ツ境整形外科） 濱田幸二（鹿屋体育大学） 

       廣 美里（名古屋学院大学） 松井泰二（早稲田大学） 

       安田 貢（山梨学院大学） 湯澤芳貴（日本女子体育大学） 

       横矢勇一（大東文化大学） 吉田清司（専修大学） 

 

2016 バレーボールミーティング役員 

 

実行委員長 ：内田和寿（京都光華女子大学） 

実行副委員長：吉田清司（専修大学） 

実行委員  ：（順不同） 

中嶋大輔（京都外国語大学）、鳥羽賢二（びわこ成蹊スポーツ大学） 

        吉田康成（四天王寺大学）、野口将秀（関西大学）、城成人（堺市立新金

岡小学校）、山中愛美（夙川学院短期大学） 
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【 会場案内図 】 

 

会場：京都外国語大学第 2 分館  (四条通りに面した建物ではありません) 

アクセス： 

地下鉄東西線をご利用の場合 太秦天神川駅より南へ徒歩約 5 分 

 

JR 線をご利用の場合  

・京都駅よりタクシーで約 20 分。 

・「京都駅」（地下鉄烏丸線）～「烏丸御池駅」（乗換）～「太秦天神川駅」（京都地下鉄

東西線）下車後、南へ徒歩約 5 分 

 

阪急京都線をご利用の場合 西院駅より西へ徒歩約 20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kufs.ac.jp/campusmap/?id=27 をもとに作成 

 

 

四条通り 

森田記念講堂 

会場 第 2分館 

天神川通 

（国道 162 号） 

地下鉄東西線太秦天神川駅 

駅 
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【 日 程 】 

 

2016 バレーボールミーティング日程 

 

09:30～10:00 受付（京都外国語大学第 2分館 10 号館 3階Ｒ10302 教室 入口） 

10:00～10:10 開会（京都外国語大学第 2分館 10 号館 3階Ｒ10302 教室） 

       挨拶：河合 学（日本バレーボール学会会長） 

          下村 秀則（京都外国語大学 副学長） 

10:10～10:55 講演   

「世界をつなぐバレーボール～Same Volleyball Different Countries～」 

       講師：GODFREY OWESE OKUMU 氏（ケニア女子代表チームコーチ） 

        

11:00～12:00 事例報告 

「国際交流とバレーボール」 司会：吉田清司（専修大学） 

       報告①「ネパール復興支援バレーボール大会」 

        報告者：中嶋大輔（京都外国語大学）、重田大輝（京都外国語大学） 

        報告②「シンガポールでの交流活動」 

         報告者：佐藤国正（桐蔭横浜大学） 

        報告③「香港クラブチームのスポーツツーリズム（京都）」 

         報告者：内田和寿（京都光華女子大学） 

12:00～12:30 シンポジウム 

      「バレーボール活動を通した国際交流～大学の現状と今後の展望～」 

進    行：吉田清司（専修大学） 

        シンポジスト：GODFREY OWESE OKUMU 氏 

重田大輝氏、佐藤国正氏、内田和寿氏 

12:30～13:30 休憩 

13:30～15:30  オンコートレクチャー（京都外国語大学第 2分館武道体育館） 

       「英語によるバレーボール指導～指導に必要な英単語、英語表現～」 

         進    行：内田和寿（京都光華女子大学） 

         講    師：GODFREY OWESE OKUMU 氏 

（WCup2015 ケニア女子代表チームコーチ） 

アシスタント：京都外国語大学学生 

  モデルチーム：京都府立南陽高等学校女子バレーボール部 

15:30～15:40 閉会（京都外国語大学第 2分館武道体育館） 

16:00～17:30 情報交換会（京都外国語大学第 2分館 10 号館 3階Ｒ10302 教室） 
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【 講師紹介 】 

 

講 師 GODFREY OWESE OKUMU 氏 

 

1968 年生まれ。 

バレーボールケニア代表チームで 12 年間活躍。20011 年と 2015

年のワールドカップにケニア代表女子チームのコーチとして参加。 

2008 年～2012 年は日本の大分三好ヴァイセアドラーでコーチと

通訳を務める。 

2002 年から 2015 年、大分県の英会話学校講師として日本の子ど

もたちに英語を指導。 

英国のCumbria大学でMBAを取得（Leadership and Sustainability）。 

現在、福岡県私立博多女子高等学校のバレーボール部コーチ及び、

英語クラスの講師を務める。 

日本体育協会公認スポーツ指導者。FIVB levelⅢ指導者。 

 

 

 

FIVB Homepage より 
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【 講演 】 

 

世界をつなぐバレーボール 

～Same Volleyball Different Countries～ 

講 師    

GODFREY OWESE OKUMU 氏 

 

 

 

バレーボールにはいろいろな指導方法があり、国によってもコーチによっても様々です。しかし、「バレー

ボール」という言葉は世界共通です。 

 本講演では、私が日本へ来て感じた日本のバレーボール、日本の指導、バレーボールの国際交流などをト

ピックに、思うことを伝えたいと思います。 

 

１．ケニアのバレーボール 

私はケニアの代表選手として世界の様々なチームと対戦してきました。当時のケニアチームの様子やとり

まく環境について振り返ります。また、長年ケニアの女子代表チームに携わってきた経験から学んだことに

ついてもお話ししたいと思います。 

 

 

 

 

２．日本のバレーボールに思うこと 

日本のバレーボールの特徴として、ボールのつなぎやラリー中のレシーブに優れていると感じています。

しかし、海外のパワフルな攻撃に対して守っているだけでは得点につながる確率が低く、サイドアウトやカ

ウンターアタックについて強化する必要があると思います。この、攻撃に対する強い意識は、グラスルーツ

のころから養っていくものだと考えます。 

 

 

 

 

 

３．諸外国のバレーボール情報（指導普及に関する内容を中心に） 

私は様々な国に友人がいて、練習方法やバレーボール情勢について情報交換を行っています。日本の指導

者は諸外国の指導者に比べて外国の指導者との情報交換が少ないように感じます。そこで、日本ではありえ

ないような環境でのバレーボール、ユニークな練習など、私の経験や友人の情報を基に紹介していきます。 
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４．国際交流活動が指導者とプレーヤーに与える影響 

情報交換をするだけでなく、実際に国際交流することで、指導者は指導の幅が広がり、プレーヤーにとっ

てもその活動は貴重な体験になると思います。もちろん、国際交流には語学力が必要で、実際に英語を話し

てコミュニケーションをとることで、プレーヤーの英語に対する学習意欲の高まりも期待できます。 

 

 

５．まとめ （バレーボールで世界をつなげよう） 

代表レベルのチームが国際大会で競い合うことは国際交流といえますが、ごく普通のバレーボールプレー

ヤー（グラスルーツ）に国際交流をする機会はないのでしょうか。競技レベルに関わらず、世界の指導者が

手をつなぎ国際交流をしていくことで、バレーボールはもっと素晴らしいスポーツになると思います。 
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【 事例報告① 】 

 

報告① ネパール復興支援バレーボール大会 

 報告者：中嶋 大輔（京都外国語大学 准教授） 重田 大輝（京都外国語大学  国際教養学科 4 年） 

             

＜事例の概要＞ 

2015 年 4 月 25 日にネパールを M7.8 の大地震が襲い、国内で約 9000 人もの犠牲者を出し、教育施設にお

いては何万もの教室・校舎が失われてしまいました。 

報告者は、被災地支援として野球というスポーツを通した「心の支援」や、その活動を通して知り合った

日本人やネパール人と共に、学校再建設を通した「力」や「資金」といったいろいろな面で現地のお手伝い

をする中で、現状の活動の幅に限界を感じるようになりました。 

そこで、友人たちに声をかけて、大学の長期休暇中にネパールにお手伝いに行くというツアーを企画しま

した。そのプログラムの目玉行事の一つとして、日本の学生たちの主催による被災地ネパールの高校生を対

象としたバレーボール大会を開催しました。 

＜事例の詳細＞ 

日程：2015/09/15   内容：3校対抗バレーボール大会 

地震被害の最も大きかった sindhupalchowk 郡の 3つの高校を対象に、各校の選抜メンバーが優勝を目指し

て、熱き試合を繰り広げました。 

＜活動を振り返って＞     

山岳地帯で、狭い土地しかないネパールは、学校が所有するグラウンドがかなり狭いため、バレーボール

が好条件です。山岳地域の子供たちが愛好するスポーツは、主にバレーボールやサッカーでした。 

今日でも地震の恐怖に怯えていると言っている国民が多い中、大会開催中はプレーヤーだけでなく観客ま

でもが熱くなり、子供たちの中から地震の恐怖は消え去っていたように感じました。 

日本 vs ネパールの親善試合も実施しましたが、かなりの盛り上がりをみせました。スポーツを通した心の

会話に「言葉」は必要ではないとも感じ、スポーツの素晴らしさを再確認することができました。 

＜今後に向けて＞ 

まずは、体育教育制度の整っていないネパールに、体育の良さを伝えたいと感じました。また、競技参加

者が男子のみだったので、是非女子もスポーツをする環境の構築を目指したいです。この素晴らしい経験を

生かして、世界各地にスポーツの素晴らしさを伝えていきたいと思います。 

＜活動の写真＞ 

      

「大自然の中での試合風景」 
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【 事例報告② 】 

 

報告② シンガポールでの交流活動 

報告者：佐藤国正（桐蔭横浜大学 講師） 

 

＜事例の概要＞ 

関東大学バレーボール連盟 5 部リーグに所属している桐蔭横浜大学女子バレーボール部は、一昨年より部

活動プログラムとして英会話コミュニケーションを取り入れ、さらにはオリンピズムの実現を念頭に置き

様々な活動を導入し、国際化され往く社会情勢に備えた人材育成に取り組んでいます。海外遠征の主たる狙

いは、学生がこれまで培ってきた競技力および語学力を活用し、知見を広げることと、そして自己実現に向

けて今後如何なる分野のレベルアップを図るべきかについて熟考する場と所期しました。 

 

＜事例の詳細＞ 

2016 年 3 月 10 日～17 日の期間内でシンガポール大学選抜・ユース選抜、マレーシア大学選抜、地元高校

生チームの４チームとフレンドリーマッチを実施しました。また、第１回ユースオリンピック開閉式メイン

会場、第 28 回 Sea Games の競技会場視察、さらに大統領官邸などを巡りました。 

 

＜活動を振り返って＞ 

語学力とコミュニケーション力の重要性を体験的に学ぶと共にスポーツの可能性について再考する契機と

なりました。シンガポールチームメンバーと共に練習することによって競技力向上に繋がりを見出せました。

渡航費をはじめとして現地滞在費など学生個人に掛かる経費の 100％が学生負担額でした。 

 

＜今後に向けて＞ 

 リスクマネージメントやその他の観点から現地でのコーディネーターの必要性が高いと理解されました。

海外へのコミュニティやネットワークが無ければ実現することが困難であり、指導者同士のコミュニティ開

発自体がポイントであると考えます。 

 

＜活動の写真＞ 

     

バレーボール交流             ユースオリンピックパーク視察 
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【 事例報告③ 】 

 

報告③ 香港クラブチームのスポーツツーリズム（京都） 

報告者：内田和寿（京都光華女子大学 准教授） 

 

＜事例の概要＞ 

香港の女子クラブチーム（当時国内 2 部リーグ、2016 年度 1部リーグ所属）が京都に訪れ、日本の大学生

とバレーボールによる交流、スポーツ活動による交流、文化交流、京都観光等で国際交流を行ったスポーツ

ツーリズムの事例です。香港の女子クラブチームは大学生を中心としたチームで、報告者と監督は以前から

親交があったことから実現しました。 

＜事例の詳細＞ 

2015 年 7 月 16 日～20 日に行いました。宿泊費を節約するため、京都光華女子大学の和室を宿泊所として

使用し、洗濯やシャワーも学内の施設を利用しました。 

バレーボール活動としては、京都外国語大学、龍谷大学、京都光華女子大学、山城高校、京都光華女子高

校といった様々な競技レベルのバレーボール部と合同練習および交流試合を行いました。バレーボール以外

の交流活動としては、大学国際交流センター主催によるパーティー、煎茶部との交流、こども教育学部の授

業への参加（スポーツ実技）、学生のガイドによる京都観光等を行いました。 

＜活動を振り返って＞    

 バレーボール活動については、様々な競技レベルのチームとの交流を企画し、香港チームからはいろいろ

なバレーボールを体験できたという感想をいただきました。また、ただ交流試合をするだけでなく、一緒に

練習をすることでコミュニケーションを取り合い、日本の学生にとっては貴重な英語を話す場となりました。 

 京都観光については、学生が英語の観光ガイドを事前に作成し、小グループに分かれて活動を行いました。 

 このスポーツツーリズムは、後日、香港のスポーツ雑誌で大きく取り上げられ、香港の女子クラブチーム

にとって、とてもインパクトのあった活動であったと言えます。 

＜今後に向けて＞ 

 今後、このスポーツツーリズムを継続したり、日本の大学生が香港へ訪問する計画を進めるには、やはり、

費用の問題について検討する必要があります。現状では費用のほとんどは自己負担となっているため、費用

を抑える工夫や費用を生み出すアイデアについて今回のバレーボールミーティングで意見交換できましたら

幸いです。 

＜活動の写真＞        

     

バレーボール交流              学生のガイドによる京都観光 
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【 シンポジウム 】 

 

テーマ「バレーボール活動を通した国際交流 ～大学の現状と今後の展望～」 

 

シンポジスト：GODFREY OWESE OKUMU 氏 

シンポジスト：重田大輝氏（京都外国語大学 国際教養学科 4年） 

シンポジスト：佐藤国正氏（桐蔭横浜大学 講師） 

シンポジスト：内田和寿氏（京都光華女子大学 准教授） 

 

司    会：吉田清司氏（専修大学 教授） 

 

 

 

【 オンコートレクチャー 】 

 

「英語によるバレーボール指導 ～指導に必要な英単語、英語表現～」 

 

講    師：GODFREY OWESE OKUMU 氏（WCup2015 ケニア女子代表チームコーチ） 

進    行：内田和寿氏（京都光華女子大学） 

アシスタント：京都外国語大学学生 

モデルチーム：京都府立南陽高等学校女子バレーボール部 

 

 

＜概   要＞ 

 講師の OKUMU 氏にバレーボールの指導を英語で実践していただきます。企画の意図は、

参加者の皆様が今後、英語で指導をする際に必要となる英語を話す力及び英語によるコミ

ュニケーションについて学ぶことです。 

 OKUMU 氏は、海外でオンコートレクチャーをされた経験が豊富で、初めて出会うプレー

ヤー（今回でいうモデルチームの生徒）とどのようにコミュニケーションをとり練習を進

めていくのか、練習の説明は英語でどのように行うのか、プレーヤーを励ましたり褒める

時にどのようなフレーズを使うと良いのか等に注目していただけましたら幸いです。 

                             （進行担当：内田 和寿） 
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【 ＭＥＭＯ 】 
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【 広告協賛企業・団体一覧 】 

 

 

（国内） 

 

  ○岡崎建設株式会社 

 

  ○株式会社クレーマージャパン 

 

○ジャパンライム株式会社 

（五十音順） 

 

（国外） 

  

  ○VolleyInAction (香港) 

 

○ VPM(Volleyball Pillar Management:マレーシア) 

（アルファベット順） 

 

 

 

～ご協賛まことにありがとうございました～ 





MALAYSIA WELCOME YOU!...

We can be contacted at –
Email : volleyball.pillarmanagement@gmail.com
Facebook (fb) : Volleyball Pillar Management





会期：２０１６年８月６日（土）  
会場：京都外国語大学　第 2 分館

主催：日本バレーボール学会

日本バレーボール学会

2016バレーボールミーティング
「バレーボール活動を通した国際交流　～大学の現状と今後の展望～」


