
（国際交流・社会貢献等の概要）⑮社会貢献活動⑯大学間連携⑰産官学連携

ソーラーカー

訪問日 学校名 内容 対象

1 2018.01.23  池田市立 緑丘小学校  ソーラーカーの仕組みについて学ぶ、実車の乗車体験 4年

2 2017.12.18  池田市立 北豊島小学校  ソーラーカーの仕組みについて学ぶ、実車の乗車体験 4年

3 2017.12.13  池田市立 細郷小学校  ソーラーカーの仕組みについて学ぶ、実車の乗車体験 4年

4 2017.11.20  大阪市立 中川小学校  ソーラーカーの仕組みについて学ぶ、実車の乗車体験 4年

5 2017.11.17  尼崎市立 成良中学校  総合環境学習「環境に優しいエネルギーについて学ぶ （太陽エネルギーの活用）」 2年

6 2017.10.06  篠山市立 城北畑小学校  環境問題と太陽光発電学習・ソーラーカーへの乗車体験 高学年

7 2017.09.04  西宮市立 北夙川小学校  理科学習 （ソーラーカーを使っての太陽光発電学習） 4年

8 2017.05.15  芦屋市立 浜風小学校  芦屋市留守家庭児童会体験事業「らいおん学級」 参加児童

9 2017.04.03  Canadian Academy　(小学部)  理科特別授業 (The way energy is used impacts the world.) 3年

10 2017.02.23  芦屋市立 山手小学校  放課後児童体験事業 「あしやキッズスクエア」 全校生

11 2016.11.22  大阪市立 中川小学校  特別体験学習 （ソーラーカーの仕組みと乗車体験） 4年生

12 2016.11.16  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業 （環境とエネルギー） 2年生

13 2016.11.11  西宮市立 北夙川小学校  理科学習 （ソーラーカーを使っての太陽光発電学習） 4年生

14 2016.10.25  西宮市立 山口小学校  学年行事体験学習 （未来の動力エネルギーを考える） 4年生

15 2016.07.13  宝塚市立 御殿山中学校  技術・家庭科 （エネルギー変換：太陽エネルギーとその利用） 3年生

16 2016.07.07  芦屋市立 宮川小学校  放課後児童体験事業 「あしやキッズスクエア」 全校生

17 2016.06.28  宝塚市立 安倉中学校  技術・家庭科 （エネルギー変換：太陽エネルギーとその利用） 2年生

18 2016.06.28  芦屋市立 浜風小学校  放課後児童体験事業 「あしやキッズスクエア」 全校生

19 2016.06.10  芦屋市立 朝日ヶ丘小学校  放課後児童体験事業 「あしやキッズスクエア」 全校生

20 2016.04.05  Canadian Academy （小学部）  理科特別授業 (The way energy is used impacts the world.) 3年生

21 2015.12.07  西宮市立 山口小学校  学年行事体験学習（未来の動力エネルギーを考える） 4年生

22 2015.11.25  西宮市立 北夙川小学校  理科学習（ソーラーカーを使っての太陽光発電教室） 4年生

23 2015.11.16  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業（環境とエネルギー） 2年生

24 2015.11.11  大阪市立 清水小学校  特別体験学習（ソーラーカーの仕組みと乗車体験） 4年生

25 2015.10.06  西宮市立 南甲子園小学校  理科学習（ソーラーカーと光電池） 4年生

26 2015.09.28  神戸市立 福住小学校　  特別体験授業（環境に優しいエネルギーとソーラーカー） 4・6年生

27 2015.07.03  芦屋市 精道小学校  放課後 児童体験事業「あしやキッズスクエア」 全校生

4，上記以外の情報の公表、上記の情報についてわかりやすく加工
（各大学等の実情等に応じ、教育研究活動の状況を多面的に把握しうる情報）
（1）教育研究上の情報

⑮ 社会貢献活動

1　学校訪問



28 2015.06.26  芦屋市 山手小学校  放課後 児童体験事業「あしやキッズスクエア」 全校生

29 2015.06.19  芦屋市 潮見小学校  放課後 児童体験事業「あしやキッズスクエア」 全校生

30 2015.04.17  Canadian Academy （小学部）  理科特別授業 (The way energy is used impacts the world.) 3年生

31 2014.12.19  西宮市立 山口小学校  学年行事体験学習（未来の動力エネルギーを考える） 4年生

32 2014.12.05  大阪市立 清水小学校  特別体験学習（ソーラーカーの仕組みと乗車体験） 4年生

33 2014.11.20  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業（環境とエネルギー） 2年生

34 2013.11.22  西宮市立 山口小学校  学年行事体験学習（未来の動力エネルギーを考える） 4年生

35 2013.10.29  芦屋市立 朝日ヶ丘小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池） 1～4年生

36 2013.09.19  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業（環境とエネルギー） 2年生

37 2013.05.27  Canadian Academy （小学部）  理科特別授業（環境に優しいエネルギーとソーラーカー） 3年生

38 2013.03.23  大阪市立 九条東小学校  子ども会特別行事（ソーラーカーの仕組みと乗車体験） 高学年

39 2013.03.14  尼崎市立 武庫北幼稚園  特別体験学習会（ソーラーカーのお話しと乗車体験） 全園児

40 2012.11.26  兵庫県立 芦屋特別支援学校（小学部）  特別体験学習（環境に優しいソーラーエネルギー） 全校生

41 2012.11.06  西宮市立 山口小学校  学年行事体験学習（未来の動力エネルギーを考える） 4年生

42 2012.10.30  芦屋市立 朝日ヶ丘小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池） 4年生

43 2012.09.20  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業（環境とエネルギー） 2年生

44 2012.07.02  西宮市立 南甲子園小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池）  4年生

45 2012.06.28  芦屋大学 附属幼稚園  園外体験授業（ソーラーカーにのってみよう） 年長組

46 2012.05.07  Canadian Academy （小学部）  理科特別授業（環境に優しいエネルギーとソーラーカー） 3年生

47 2012.01.12  西宮市立 西宮浜小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池） 4年生

48 2011.12.10  鈴鹿市立 桜島小学校  桜島小キッズサポータズクラブ（太陽電池の実験・乗車体験）  全校生

49 2011.11.24  西宮市立 山口小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池） 4年生

50 2011.11.20  豊中市立 東泉丘小学校  東泉丘小学校祭（展示・乗車体験） 全校生

51 2011.11.08  芦屋市立 朝日ヶ丘小学校  環境啓蒙訪問授業（理科：環境、太陽電池） 4年生

52 2011.07.05  尼崎市立 成良中学校  総合学習 特別授業（環境とエネルギー） 2年生

53 2011.05.17  Canadian Academy （小学部）  理科特別授業（環境に優しいエネルギーとソーラーカー） 3年生



開催日 行事 名称

1 2017.11.11～12 エコ＆セーフティー 神戸カーライフ・フェスタ 2017

2 2017.10.08  あしや 秋まつり

3 2017.08.19  西宮市 産業環境局 エネルギー学習会

4 2017.02.25  電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

5 2016.10.28  第44回 兵庫県 技術科大会

6 2016.10.09  あしや 秋まつり

7 2016.10.01  芦屋市 公民館 聴覚障害者ソーラーカー見学会

8 2016.09.11  日本自動車連盟 競技会 展示

9 2016.09.10  池田北高等学校　文化祭

10 2016.08.20  西宮市 産業環境局 エネルギー学習会

11 2016.05.14～15  神戸カーライフ・フェスタ 2016

12 2016.02.27  電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

13 2015.10.16  第43回 兵庫県 技術科大会

14 2015.10.11  あしや 秋まつり

15 2015.10.03  西宮市 産業環境局 エネルギー学習会

16 2015.08.07～31  チャレンジビークル － 乗り物大集合

17 2015.07.29～08.07  第23回 世界スカウトジャンボリー （ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ世界大会）

18 2015.05.16～17  神戸カーライフ・フェスタ 2016

19 2015.02.28 電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

20 2014.12.13  JAF デー（日本自動車連盟会員イベント）

21 2014.10.17  第42回 兵庫県 技術科大会

22 2014.10.12  あしや 秋まつり

23 2014.05.17～18  神戸カーライフ・フェスタ 2014

24 2014.03.01 電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

25  2013.10.20  服部緑地10月祭

26 2013.10.13  あしや 秋まつり

27 2013.08.24  小学生 環境講座

28 2013.08.07  第16回 日本ジャンボリー（ボーイスカウト大会）

29 2013.05.18～19  神戸カーライフ・フェスタ 2013

30 2013.04.21 自然エネルギー発電展

31 2013.02.23 電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

32 2012.11.03  トータルフェアー 2012

33 2012.10.27  服部緑地10月祭

34 2012.10.14  近畿セキスイハイム 工場見学会

35 2012.10.07  あしや 秋まつり

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』 （台風中止）

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 滋賀県 長浜市 『曳山博物館：伝承スタジオ・広場』

 大阪府 大阪市 『服部緑地公園』

 兵庫県 加古川市 『兵庫大学』

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 広島県 広島市 『広島市 交通科学館』

 山口県 山口市 『きらら浜』

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 兵庫県 加東市  『東条湖おもちゃ王国』

 兵庫県 宝塚市  『南ひばりヶ丘中学校』

 大阪府 大阪市 『服部緑地公園』 （雨天中止）

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』

 兵庫県 加西市 『善防公民館』

 山口県 山口市 『きらら浜』

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 兵庫県 加古川市 『ネクスト・ワン(株) 本社展示会場』

 奈良県 奈良市 『近畿セキスイハイム』

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 揖保郡 太子町 『太子西中学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 芦屋市 『市立 精道小学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

 兵庫県 姫路市 『姫路セントラルパーク』

 大阪府 池田市 『府立 池田北高等学校』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』

2　行事参加

会場



36 2012.05.26  ふしぎxふしぎ！ おもしろ科学

37 2012.05.19～20  神戸カーライフ・フェスタ 2012

38 2012.04.08  箕面森町 「桜まつり」

39 2012.03.11  近畿セキスイハイム 工場見学会

40 2012.02.25 電気自動車・燃料電池車・ｿｰﾗｰｶｰ製作講習会

41 2012.01.20～23  第7回 大阪モーターショー

42 2011.12.04  第25回 高砂マラソン

43 2011.10.08  小浜市 市政60周年　若狭路「結」フェスタ

44 2011.05.15  近畿セキスイハイム 工場見学会

45 2011.05.14～15  神戸カーライフ・フェスタ 2011

 京都府 城陽市 『文化バルク城陽 ふれあいホール』

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 大阪府 箕面市 『近隣公園』

 福井県 小浜市 『小浜縦貫線 特設会場』

 奈良県 奈良市 『近畿セキスイハイム』

 兵庫県 神戸市 『メリケンパーク』

 奈良県 奈良市『近畿セキスイハイム』

 大阪府 大阪市 『インテックス大阪』

 兵庫県 高砂市 『加古川河川敷コース』

 兵庫県 芦屋市 『芦屋大学』



1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

 ソーラーカーのボディー開発に関する研究

 環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課  環境保全啓蒙と次世代自動車（ZEV：無公害自動車）の普及啓発

 一般財団法人 日本太陽エネルギー学会  次世代自動車（ｿｰﾗｰｶｰ・電気自動車・燃料電池車）の研究発表・製作講習会

 西宮市 産業環境局 環境部 環境・エネルギー推進課  地域環境啓蒙活動　（エネルギー学習会）

 尼崎市 経済環境局 環境部 環境創造課  地域環境啓蒙活動　（環境学習プログラム）

 芦屋市 教育委員会 社会教育部 青少年教育課  放課後児童体験事業　（あしやキッズスクエア）

企業・機関名

⑯ 大学間連携

大学名 内容

 愛知工業大学
 チャレンジプロジェクト

 株式会社 ミツバ　SCR+プロジェクト  ソーラーカー用モーター開発に関する研究

 東海大学　チャレンジセンター
 ライトパワープロジェクト

 ソーラーカーの省エネルギー技術に関する研究

 大阪工業大学　モノラボ
 ソーラーカープロジェクト

 ソーラーカーのボディー開発に関する研究

⑰ 産官学連携

 金沢工業大学　夢考房
 ソーラーカープロジェクト

内容

 ソーラーカー競技用Li-ion電池の充放電に関する研究



スポーツフェスティバル

ASHIYA SPORTS 

実施報告書

2018.4.16 現在



実施日 実施種目 講師
参加
人数

備考

第1回
2011/10/2（日）
＠芦屋市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 379名

芦屋・西宮のラグビースクール競技者が参加。普
段は見学のみの保護者や家族の方にもタグラグ
ビーを体験してもらった。

第2回
2011/11/6（日）
＠芦屋市

バスケット
ボール

天日謙作

（大阪エヴェッサ前ヘッドコーチ、
芦屋大学客員教授）
大阪エヴェッサ選手２名

269名

小学生のミニバスケットボール競技者を中心に
開催。天日コーチによる実技指導グループと、プ
ロバスケットボール選手とのふれあいや試合形
式のグループに分けて、前後半で講師交代制で
開催。

第3回
2011/12/18（日）
＠芦屋市

卓球 藤沼亜衣（シドニー・アテネ五
輪出場）

羅武漢（元中国ナショナルチー
ム代表、芦屋大学卓球部監
督）

206名

幼稚園から80代まで幅広い世代、初心者から上

級レベルまで様々な競技レベルの方が参加。参
加者が元オリンピック選手と打ち合う機会もあっ
た。

第4回
2012/1/29（日）
＠芦屋市

バレー
ボール

柳本晶一（アテネ・北京五輪女
子代表監督、芦屋大学バレー
ボール部総監督）

番平守（北京五輪女子代表
コーチ、芦屋大学客員教授）

266名

芦屋市およびその周辺市の中学生バレーボール
部員を対象とした競技志向のグループと、小学
生・初心者を対象としたふれあい志向のグルー
プに分けて、前後半で講師交代制で開催。

第5回
2012/2/19（日）
＠芦屋市

野球 池内豊（兵庫ブルーサンダー
ズ監督）・選手26名 394名 芦屋市内の少年野球チーム全8チームが参加。

第6回
2012/3/31（土）
＠芦屋市

春の
運動会

大八木淳史、伊藤剛臣（ラグ
ビー元日本代表）、番平 守、
比嘉悟、池内豊、吉田 えり

111名

ラグビー・バスケットボール・バレーボール・野球
の体験クリニック、各アスリートごとにチーム分け
をし、運動会形式のレクリエーションスポーツ大
会を実施。

第7回
2012/4/22（日）
＠芦屋市
西宮市民対象

ラグビー＆
タグラグビー

大八木淳史、伊藤剛臣

102名
雨天のため、体育館でのラグビー指導とタグラグ
ビー体験を実施。西宮市教育委員会後援。

第8回
2012/5/25（金）
＠大阪市

キャッチボー
ル

大八木淳史、平田勝男、兵庫
ブルーサンダーズ 150名

大阪市立西船場小学校にて、プロ選手のプレー
や平田先生よりボールの握り方や投げ方など
キャッチボールの基本を指導。遠投大会も実施。

第9回
2012/6/21（木）
＠富田林市

アスリート講
演会＆バス
ケットボール

大八木淳史、天日謙作、比嘉
悟 300名

大阪府立金剛高等学校にて、大八木教授による
講演会と天日コーチによるバスケットボール部へ
の実技指導。

第10回
2012/7/21（土）
＠芦屋市

スポーツチャ
レンジ＆ス
ポーツ教育
ミーティング

大八木淳史、平田勝男、六車
卓也、坂口久美子（ウォーキン
グアドバイザー）、大阪エヴェッ
サ、兵庫ブルーサンダーズ

200名

第34回芦屋サマーカーニバルのステージイベン

トとして、バスケット（フリースロー対決）と野球（ス
ピードガンコンテスト）のスポーツチャレンジと、
トークショーを実施。

芦屋学園スポーツモダニズムプロジェクトのパイロット事業として開催してきた「スポーツフェスティバル」は、
月1回のペースで開催させて頂きました。

芦屋学園の指導者や施設を活用し、芦屋市をはじめ、阪神間の地域住民の方々に様々なスポーツを体験し
て頂くことでスポーツの裾野を広げ、またすでにその競技の実施者には、トップアスリートや一流指導者からの
指導により更なるレベルアップにつなげて頂く機会を創出しています。
これまで61回開催し、8,679名の方々にご参加頂きました。

＜過去の開催実績＞

これまでの開催実績
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実施日 実施種目 講師
参加
人数

備考

第11回
2012/8/31（金）
＠三田市

ベースボール
チャレンジ＆
ミーティング

大八木淳史、平田勝男、兵庫ブ
ルーサンダーズ

305名

兵庫ブルーサンダーズの試合前イベント「感謝
ダ！三田ダ！ブルサンキュー！」とのコラボレー
ションで、遠投、50m走、スピードガンを実施。

また、大八木先生・平田先生・池内監督による
ベースボールミーティングを実施。

第12回
2012/9/6（木）
＠大阪市

ラグビー 大八木淳史
111名

大阪市立西天満小学校にて、大八木先生による
ラグビー体験とこころのコーチングセミナー実施。

第13回
2012/10/3（水）
＠芦屋市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 95名

芦屋市立朝日ヶ丘小学校5年生を対象に、体育
の時間を利用してラグビーを指導。

第14回
2012/10/15（月）
＠神戸市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 75名

神戸市立六甲アイランド小学校3年生を対象にラ
グビー指導。3回シリーズの1回目。

第15回
2012/11/2（金）
＠豊岡市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 61名

豊岡市の三方保育園で保育園児を対象にラグ
ビー指導。

第16回
2012/11/10（日）
＠明石市

ラグビー・ボク
シング・ニュー
スポーツ、バ
スケットボー
ル、バレー
ボール、卓球

大八木淳史（ﾗｸﾞﾋﾞｰ元日本代
表）、六車卓也（元WBA世界ﾊﾞﾝ
ﾀﾑ級ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ）、天日謙作（bjﾘｰ

ｸﾞ大阪ｴｳﾞｪｯｻﾍｯﾄﾞｺｰﾁ）、小川
忠晴（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ元日本代表）、
番平守（北京五輪女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ
ﾙ代表ｺｰﾁ）、羅武漢（元中国ﾅ
ｼｮﾅﾙﾁｰﾑ代表）、藤原由紀（ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-）

208名

明石市との共催で、「明石市スポーツフェスティ
バル」として開催。明石市内の小学生に、普段
やっているスポーツ以外にも様々な種目にチャレ
ンジしてもらった。明石市スポーツ推進委員会に
も共催として参画して頂き、指導のアシスタントを
行って頂いた。神戸新聞社も後援として参画。

第17回
2012/11/17（土）
＠大阪市

ボクシング 六車卓也（元ＷＢＡ世界バンタ
ム級チャンピオン） 200名

東淀川区ＰＴＡ協議会とのコラボレーション事業で、
ボクササイズを実施。

第18回
2012/11/18（日）
＠芦屋市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 280名

打出浜ファンラン2012にゲストランナーとして出
場と、ラグビー体験教室を開催。

第19回
2012/11/28（水）
＠八尾市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 74名

八尾市立曙川小学校4年生を対象にラグビー体
験教室を実施。

第20回
2012/12/16（日）
＠芦屋市
西宮市民対象

バスケット
ボール

小川忠晴（バスケットボール元
日本代表）、勝又英樹（元プロ選
手）

105名
西宮市内中学生を対象に実施。西宮市、西宮市
教育委員会が後援。

第21回
2013/1/23（水）
＠大阪市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 114名

大阪市立矢田北小学校4・5・6年生を対象にラグ
ビー体験教室を実施。

第22回
2013/1/27（日）
＠芦屋市

野球 大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、平田勝男（阪神タイガース
2軍監督 ＊第1部のみ）、片岡
篤史（元阪神タイガース1軍打撃

コーチ）、兵庫ブルーサンダーズ
選手・コーチ17名 ＊第1部のみ

267名
小学生を対象に野球芦屋市内野球チーム6チー

ムを対象に野球教室を実施。芦屋市体育協会、
芦屋野球協会後援。

第23回
2013/2/4（月）
＠神戸市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 67名

神戸市立六甲アイランド小学校3年生を対象にラ
グビー指導。3回シリーズの2回目。雨天のため
体育館でのラグビー指導となった。
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実施日 実施種目 講師
参加
人数

備考

第24回
2013/3/8（金）
＠神戸市

ラグビー 大八木淳史
（ラグビー元日本代表） 102名

神戸市立六甲アイランド小学校3年生を対象にラ
グビー指導。3回シリーズの3回目。タグラグビー
の指導と、決勝大会を実施。

第25回
2013/3/17（日）
＠芦屋市

バスケット
ボール

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、ゲイリー・コルソンコーチ
（ＮＢＡ元メンフィスグリズリーズ
副社長）、天日謙作（bjリーグ元

大阪エヴェッサヘッドコーチ）、
小川忠晴（元バスケットボール
日本代表）、勝又英樹（元プロ選
手）

347名
小学生を対象にバスケットボール指導を実施。
兵庫県内のミニバスケットボールチーム17チーム
が参加した。

第26回
2013/4/28（日）
＠芦屋市

ウォーキング 大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、坂口久美子（ウォーキング
アドバイザー）、勝又英樹（元プ
ロ選手）

106名
小学生とその保護者が参加。ウォーキング指導
の後、芦屋ベイサイドエリア、芦屋川、芦屋公園
など芦屋市内約5キロをウォーキング。

第27回
2013/5/12（日）
＠摂津市

ラグビー・バ
スケッボール

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、坂口久美子（ウォーキング
アドバイザー）、勝又英樹（元プ
ロ選手）今野翔太選手（大阪エ
ヴェッサ）

160名
摂津こどもフェスティバル2013に参加。

来場した子どもには、フリースローとタックルチャ
レンジを体験して頂いた。

第28回
2013/6/10（日）
＠芦屋市

バスケット
ボール

比嘉悟（芦屋大学副学長）、小
川忠晴（元バスケットボール日
本代表）、勝又英樹（元プロ選
手）

78名
小学生を対象にバスケットボール指導を実施。
芦屋市内のミニバスケットボールチーム4チーム
が参加した。

第29回
2013/6/30（日）
＠芦屋市

ウォーキング 大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、坂口久美子（ウォーキング
アドバイザー）、勝又英樹（元プ
ロ選手

80名
小学生とその保護者が参加。ウォーキング講習
の後、芦屋ベイサイドエリア、芦屋川、芦屋公園
など芦屋市内約3キロをウォーキング。

第30回
2013/7/14（日）
＠芦屋市

ボクシング 大八木淳史（ﾗｸﾞﾋﾞｰ元日本代
表）、六車卓也（元WBA世界ﾊﾞﾝ

ﾀﾑ級ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ）坂口久美子
（ウォーキングアドバイザー）

103名
ミット打ち大会を芦屋学園ボクシングジムにて実
施。老若男女問わず、多くの方が参加した。

第31回
2013/7/27（日）
＠芦屋市

スポーツチャ
レンジ＆セミ
ナー

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、片岡篤史（元阪神タイガー
ス1軍打撃コーチ）、坂口久美子

（ウォーキングアドバイザー）、
勝又英樹（元プロ選手）、兵庫ブ
ルーサンダーズコーチ・選手、
大阪エヴェッサ選手

200名

第34回芦屋サマーカーニバルのステージイベン

トとして、バスケット（フリースロー対決）と野球（ス
ピードガンコンテスト）のスポーツチャレンジと、
トークショーを実施。

第32回
2013/8/31（土）
＠三田市

ベースボール
チャレンジ＆
セミナー

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、大洞裕和（コンディショニン
グトレーナー）坂口久美子
（ウォーキングアドバイザー）兵
庫ブルーサンダーズ監督・コー
チ

99名

兵庫ブルーサンダーズのイベント「感謝ダ！ブル
サンキュー！」とのコラボレーションで大八木、大
洞トレーナーによる「こころとからだの準備」を
テーマにセミナー、また、「バッティング見学」、
「ホームランボールキャッチ」、「キャッチボール・
ブルペン見学」 などのベースボールチャレンジ
を実施。
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実施日 実施種目 講師
参加
人数

備考

第33回
2013/9/29（日）
＠西宮市

バスケット
ボール

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、東英樹（ｂｊリーグアカデミー
校長）、勝又英樹（元プロ選手） 80名

小学生・未就学児を対象にバスケットボールクリ
ニックを実施。ｂｊリーグアカデミーにもご協力いた
だき指導を行う。

第34回
2013/10/13（日）
＠芦屋市

ボクシング 六車卓也（元ＷＢＡ世界バンタ
ム級チャンピオン）、樋山茂（ロ
ンドンオリンピック日本代表コー
チ）

75名
「第2回ボクシング甲子園ミット撃ちチャンピオン

決定戦！」を芦屋学園ボクシングジムにて実施。
老若男女問わず、多くの方々が参加した。

第35回
2013/10/23（水）
＠豊中市

バスケット
ボール

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、小川忠晴（元日本代表）、
勝又英樹（元プロ選手） 126名

小学生1年～6年生を対象にバスケットボールク
リニックを実施。

第36回
2013/11/1（金）
＠芦屋市

ウォーキング 大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、坂口久美子（ウォーキング
アドバイザー） 60名

芦屋郵便局年賀状発売イベント「大八木淳史先
生一日郵便局長式典」に合わせ郵便局内で
ウォーキングの講習を実施。

第37回
2013/12/21（土）
＠明石市

ラグビー
野球

バスケット
ボール
卓球

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、片岡篤史（元阪神タイガー
ス打撃コーチ）、池内豊（元阪神
タイガース投手）、羅武漢（卓球
元中国ナショナルチーム代表）、
山根謙二（元埼玉ブロンコスヘッ
ドコーチ）、勝又英樹（元プロ選
手）、永井隼人（芦屋学園ラグ
ビークラブコーチ）

270名

明石市との共催で、「明石市スポーツフェスティ
バル」として開催。明石市内の小学生に、普段
やっているスポーツ以外にも様々な種目にチャレ
ンジしてもらう。明石市スポーツ推進委員の方に
も、指導のアシスタントとしてご協力頂いた。また、
高大連携授業の一環として、兵庫県立西宮甲山
高校の生徒もボランティアで参加頂いた。

第38回
2014/2/23（日）
＠芦屋市

ボクシング 樋山茂（ロンドンオリンピック日
本代表コーチ）

96名
「第3回ボクシング甲子園ミット撃ちチャンピオン
決定戦！」を芦屋学園ボクシングジムにて実施。
常連の参加者に加え、小学生の参加者が増えた。

第39回
2014/3/5（水）
＠神戸市

ラグビー 大八木淳史（ラグビー元日本代
表）

92名

神戸市立六甲アイランド小学校3年生の授業の
一環としてタグラグビー指導。3回シリーズの3回
目。6チームで決勝大会を実施。

第40回
2014/4/29(火）
＠芦屋市

バスケット
ボール

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、勝又英樹（元プロ選手） 36名

芦屋市内のミニバスケットボールチーム対象にク
リニックを実施。芦屋インパルスの学生2名に指
導補助

第41回
2014/5/11（日）
＠摂津市

ラグビー、バ
スケットボー
ル

大八木淳史（ラグビー元日本代
表）、小澤俊介（芦屋学園ラグ
ビークラブコーチ）、勝又英樹
（元プロ選手）

250名
昨年に引き続き、摂津こどもフェスティバル2014

に参加。来場した子どもには、フリースローとタッ
クルチャレンジを体験して頂いた。

第42回
2014/5/25（日）
＠神戸市

レスリング 坂本涼子（元世界チャンピオン）、
萩原雅浩（江崎グリコ株式会社
健康食品部）

80名
小学生～中学生対象に実施。午後のセミナーで
はアスリート栄養摂取について、荻原氏のほうか
ら講話をして頂いた。

第43回
2014/7/27（日）
＠芦屋市

ボクシング 六車卓也（元ＷＢＡ世界バンタ
ム級チャンピオン）、樋山茂（ロ
ンドンオリンピック日本代表コー
チ）

74名

「第4回ボクシング甲子園ミット撃ちチャンピオン
決定戦！」を芦屋学園ボクシングジムにて実施。
一般参加者が1名参加し、徐々ではあるがこの大
会が地域に定着し始めた。
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第44回
2014/9/27（土）
＠三田市

野球

池内豊（兵庫ブルーサンダー
ス2軍監督）、永山英成（兵庫

ブルーサンダースコーチ）、大
洞裕和（兵庫ブルーサンダー
ズコンディショニングチーフ）

38名
三田市内の小学生及び保護者を対象に野球教室、
親子ストレッチ教室を実施。

第45回
2014/11/14（水）
＠神戸市

ラグビー

大八木淳史（芦屋学園理事長、
ラグビー元日本代表） 77名

昨年に引き続き神戸市立六甲アイランド小学校3
年生を対象にラグビー指導。3回シリーズの1回目。

第46回
2014/11/30（日）

野球、卓球、ダン
ス、バスケット

池内豊（芦屋学園ベースボー
ルクラブ監督、兵庫ブルーサ
ンダーズ2軍監督）、羅武漢（芦

屋大学卓球部監督、卓球元中
国ナショナルチーム代表）、井
村薫子（芦屋学園芸能文化モ
ダニズム事務局バレエ・ダンス
担当）、山根謙二（ｂｊリーグアカ
デミーＧＭ）、立川真紗美（ｂｊ
リーグアカデミーコーチ、元全
日本代表）、勝又英樹（芦屋学
園スポーツモダニズムプロジェ
クトメンバー、元プロバスケット
ボール選手）

250名

昨年に引き続き、今年で3回目となる「明石市ス

ポーツフェスティバル」を開催。明石市内の小学
生に、普段やっているスポーツ以外にも様々な種
目にチャレンジしてもらった。明石市からの要望で
ダンスを初めて実施し、好評だった。また、明石市
スポーツ推進委員の方にも、指導のアシスタント
としてご協力頂いた。

第47回
2015/1/23（金）

ラグビー
大八木淳史（芦屋学園理事長、
ラグビー元日本代表）

76名

神戸市立六甲アイランド小学校3年生を対象にラ
グビー指導。3回シリーズの2回目。基本動作の復
習と、タグラグビーのルールを理解した。3回目は
試合を実施予定。

第48回
2015/2/13（金）

ラグビー
大八木淳史（芦屋学園理事長、
ラグビー元日本代表）

85名

タグラグビー指導。3回シリーズの3回目。6チーム
で決勝大会を実施した。今年の3年生は特に女子
生徒の活発な活動が印象的だった。

第49回
2015/5/10（日）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名

250名

摂津こどもフェスティバル2015に参加。
継続的に摂津市と連携させて頂いている。

来場した子どもには、フリースロー体験とドリブル
体験をしてもらった。

第50回
2015/9/21（月）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手3名

50名

神戸市の湊川商店街にて開催された『2015みなと
がわ秋の大園遊会』に参加。フリースロー体験会

及び、インパルスチアダンスチームのダンスを披
露した。

第51回
2015/12/23（水）

バスケットボール

勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名 35名

大丸須磨店35周年記念イベント「スマサイWinter」

に参加。シュートチャレンジを実施。また、芦屋学
園ストリートダンスクラブとコラボレーションし、華
麗なダンスを披露した。

第52回
2016/5/8（日）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名

300名

摂津こどもフェスティバル2016に参加。
継続的に摂津市と連携させて頂いている。

来場した子どもには、フリースローチャレンジに加
え、ステージではチアダンスチームがダンスを披
露した。
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実施日き 実施種目 講師
参加
人数

備考

第53回
2016/10/29（日） バスケットボール

勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名

100名
第4回ベイコムカップ西宮ミニバスケットボール

大会に参加。参加チームを対象にバスケット
ボールクリニックを開催。

第54回
2017/3/4（土）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名

35名
宝塚市地域スポーツリーダー養成講習会に参
加。指導者、小学生を含む約35名にバスケット
ボールクリニックを開催。

第55回
2017/3/18（土）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

元プロバスケットボール選手）
兵庫インパルス選手2名

30名
兵庫インパルス主催のバスケットボールクリニッ
クを芦屋大学で開催をした。対象は西宮市内の
バスケットボールチーム数チーム。

第56回
2017/12/5（火）

バスケットボール
女子バスケットボール部学生
2名

未集計

芦屋市との包括協定の一環で、教育委員会との
連携事業として朝日ヶ丘小学校を対象としたス
ポーツ体験会を学校開放の時間帯に実施した。
（名称：芦屋キッズスクウェア）

第57回
2017/12/21（木）

バスケットボール
吉永大器（男子バスケットボー
ル部監督）、同クラブ所属学生
2名

未集計

芦屋市との包括協定の一環で、教育委員会との
連携事業として宮川小学校を対象としたスポー
ツ体験会を学校開放の時間帯に実施した。
（名称：芦屋キッズスクウェア）

第58回
2017/2/18（日）

バスケットボール
勝又英樹（兵庫インパルスHC

女子バスケットボール部コー
チ）、同クラブ所属学生2名

未集計
西宮公同幼稚園の園児及び未就学児対象に
ボール遊びの要素を取り入れたバスケットボー
ル講習会を実施した。

第59回
2018/2 /27（水）

バスケットボール
吉永大器（男子バスケットボー
ル部監督）、同クラブ所属学生
2名

未集計

芦屋市との包括協定の一環で、教育委員会との
連携事業として宮川小学校を対象としたスポー
ツ体験会を学校開放の時間帯に実施した。
（名称：芦屋キッズスクウェア）

第60回
2018/3/13（火）

ダンス
井村薫子（ストリートダンスクラ
ブ顧問）、ダンスコース所属の
学生7名

500名
芦屋市内公立中学校を対象としたスポーツイベ
ントの中で、中学1年生を対象に準備運動を兼
ねたダンス講習会を実施した。

第61回
2018/4/26/（木）

バスケットボール
吉永大器（男子バスケットボー
ル部監督）、同クラブ所属学生
2名

未集計

芦屋市との包括協定の一環で、教育委員会との
連携事業として宮川小学校を対象としたスポー
ツ体験会を学校開放の時間帯に実施した。
（名称：芦屋キッズスクウェア）



会場・種目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合 計

■会場別

会
場

芦屋市 3 7 9 3 3 3 28

西宮市 0 1 1 0 1 1 4

宝塚市 1 1

明石市 0 1 1 1 3

三田市 0 1 1 1 3

摂津市 0 0 1 1 1 1 4

神戸市 0 1 2 3 4 10

大阪市 0 3 1 0 4

富田林市 0 1 0 0 1

豊中市 0 0 1 0 1

豊岡市 0 1 0 0 1

八尾市 0 1 0 0 1

■種目別

種
目

ラグビー 1 7 3 2 2 15

レスリング 0 0 0 1 1

ボクシング 0 1 2 2 5

野球 0 3 2 1 6

バスケットボール 1 2 4 1 3 1 5 3 20

卓球 1 0 0 0 1

バレーボール 0 1 0 0 1

ウォーキング 0 0 3 0 3

ダンス 1 1

複数種目 0 3 3 2 8

合計回数 3 17 17 9 5 1 3 61

年別実施回数
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