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〇高校　教育講演会　2019

講演会：乾 眞寛

日時：2019年10月31日（木）14:00～15:30

題目：「育て上手のコーチング」

場所：福岡大学付属大濠中学校・高等学校　第一体育館３階アリーナ

○ 2019年5月22日15:00～17:00

2019年セミナー・イベントに講師として参加。

テーマ　大学スポーツ協会（UNIVAS）の取組と、UNIVAS参加大学の取
組、いまとこれから

講師　池田 敦司氏、乾　眞寛、長倉 富貴氏、小林　至

会場　東京ビックサイト西ホール　H会場　H-3

詳細は、コチラ

※5月22日の該当ページを参照ください。

2018年

○ 8月25日（土）企業連携、地域貢献として年3回開催しているサッカー教
室を8月25日福岡大学にて開催しました。

主催マックスバリュ九州

協賛：キリンビール株式会社・キリンビバレッジ株式会社

協力：福岡大学

W杯解説者の福西崇史さんに講師に来ていただき、福岡大学サッカー部の1
年生が指導アシスタントを務めました。

○ 7月25日（水）福岡市で講演会を行いました。

名称：KMEW九州地区　パナソニック雨樋60周年記念感謝の集い
クライアント様：ケイミュー株式会社
日程：7月25日（水）
会場：ホテル日航福岡

○ 7月23日（月）日本版NCCA設立準備委員会が始まります。

日本版NCCA設立準備委員会の作業部会に正式に指名されました。

2017年

○2017年12月　｢ふれあいスポーツフェスタ2017 in 福岡大学｣を開催し
ました。

12月2日(土)、晴天のもと福岡大学にて｢ふれあいスポーツフェスタ2017 in
福岡大学｣が開催されました。

精神障害者の方を対象としたサッカーイベント｢第10回九州･四国スカンビ
オカップ｣や視覚障害者の方による｢ブラインドサッカー西日本リーグ2017
最終節｣、｢福岡大学キッズサッカー教室｣(幼稚園年長～小学5年生約120人
が対象)などが行われました。

当日は福大生ボランティアスタッフ200名(うちサッカー部員100名)が参加
し、フットサル大会の審判や会場設営、誘導、各チームへの帯同、交流行事
の準備等の運営に携わりました。

このイベントは教育･研究･医療の拠点として、広く社会に貢献することを目
指す福岡大学の取り組みの一環です。

イベントの模様は新聞･TVなどの各メディアでも報じられました。

[日時] 12月2日(土) 9:30～16:30

[場所] 福岡大学サッカー場(七隈キャンパス内)

[イベントスケジュール]

«スカンビオカップ»
9:30～ 開会式

10:00～11:30 予選リーグ

11:50～12:30 準決勝・順位決定戦

12:30～13:00 ブラインドサッカー体験会

13:10～13:30 決勝戦(大会終了後 カレー交流会)

«ブラインドサッカー»
10:30～11:00 ブラインドサッカー体験会(1回目)　*対象：小学生以上
11:00～11:20 ピッチ内アップ

11:30～12:30 第1試合｢LEO STYLE 北九州 vs 兵庫サムライスターズ｣ 

12:30～13:00 ブラインドサッカー体験会(スカンビカップ参加チーム対象) 

13:00～13:20 ピッチ内アップ

13:30～14:30 第2試合｢ラッキーストライカーズ福岡 vs 兵庫サムライスタ 
ーズ｣

«キッズサッカー教室»
15:00～16:30 キッズサッカー教室(クラス毎にブラインドサッカー体験も
実施)

«スポーツメーカ｢ミズノ｣によるイベントスペース»
9:30～16:30 キックターゲット

○2017年10月　福岡市内にて講演を行いました。

10月25日(日)に福岡市内で講演を行いました。

詳細は下記の通りです。

『第4回 FGN支援協議会･FGN Conference』

日時：2017年10月25日(日)　15:25～

会場：Fukuoka Growth Next(FGN) 1F イベントスペースHALL

※スタートアップ企業や中小企業の第2創業への支援を通じて、福岡市の雇
用創出や地域経済への発展に寄与する目的で開催されるイベントです。

★イベントの詳細はコチラ

○2017年10月　福岡市内にて講演を行いました。

10月6日(金)に福岡市内で講演を行いましたのでお知らせします。

詳細は下記の通りです。

『平成29年度 全国国立病院事務部長協議会研修会』

[開催日時]

平成29年10月6日（金） 13:00～　講演テーマ：｢育て上手のコーチング｣

※講演は6日に行われましたが、研修会は翌日の7日も実施されました。

[開催会場]

｢ホテルセントラーザ博多｣ 3階花筐の間

〒812-0012  福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23

[対象者]

国立病院機構、国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所勤務する
事務長･課長･班長ら約150名程度

○2017年3月　福岡県庁にて講演会を行いました。

3月3日(金)、福岡県民の体育･スポーツの普及振興に資することを目的に、
福岡県庁にて講演会を行いました。

○催事名 ： 平成28年度スポーツ議員連盟講演会

○日時 ： 平成29年3月3日(金)　本会議解散後(約1時間)

○主催 ： 福岡県スポーツ議員連盟

○場所 ： 福岡県庁　議会棟2階　第2議会会議室

○対象 ： 福岡県議会議員等　約80名

2016年

○2016年12月　スポーツ庁の検討会議に有識者として参画し、プレゼン
テーションを行いました。

スポーツ庁が設置した｢大学スポーツ振興に関する検討会議タスクフォース｣
が12月15日(木)に開かれ、乾眞寛監督が有識者として参画しました。

｢大学スポーツ振興に関する検討会議タスクフォース｣は、日本の大学スポー
ツの文化や歴史を考慮した公共的役割を担う存在として、大学横断的かつ競
技横断的統括組織（日本版NCAA）にどのような役割を与えることが必要か
を検討するために設置･開催されています。

昨日の検討会議では、福岡大学の取り組みについてプレゼンテーションを行
い、スポーツ庁の鈴木大地長官をはじめ、タスクフォースのメンバーの方々
から高い評価を受けました。

★福岡大学の取り組みに関する資料

★｢大学スポーツの振興に関する検討会議｣についてはコチラ

○2016年12月　国立病院機構 九州医療センターで講演を行いました。

12月2日(金)に福岡市内で講演を行いましたので、お知らせします。

○催事名 ：平成28年度副診療放射線技師長等管理研修

○日時 ： 平成28年12月2日(金)　13：00～14：00

○主催 ： 独立行政法人国立病院機構九州グループ

○場所 ： 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター

_〒810-8563 福岡市中央区地行浜1丁目8番地1号

_TEL 092-852-0700

○対象 ： 副放射線技師長等

○講演テーマ ： 「育て上手のコーチング」

○2016年11月　愛知県刈谷市内のデンソー本社にて講演･対談を行いまし
た。

11月14日(月)に｢デンソーカップサッカー｣25周年を記念する講演･対談を愛
知県刈谷市内のデンソー本社にて行いました。

○催事名 ： デンソーカップサッカー25周年記念講演･対談

○日時 ： 平成28年11月14日(月)　18：30～19：40

○場所 ： デンソー本社　4号館ホール　〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町
1-1

○内容 ：

(1)講演 *講演テーマ：個性を磨き、大きく伸ばすコーチング ～ビジネス界
の人材育成にも通じる“コーチング”の神髄～

(2)対談 *乾監督と名古屋グランパスエイト所属･永井謙佑選手(福岡大卒)と
の対談

○対象 ： デンソー社員と家族、刈谷市内のサッカークラブ選手･指導者　約
400名

○2016年10月　福岡市内で講演を行いました。

10月20日(木)に福岡市内で講演を行いました。

○主催 ： 福岡市教育センター
○講座名 ： 平成28年度トップリーダー養成道場
○日時 ： 平成28年10月20日(木)　18：30～19：20
○場所 ： 福岡市教育センター　302研修室_〒814-0006 福岡市早良区百
道3丁目10-1_TEL 092-822-2875
○対象 ： 教員20名
○内容 ： 福岡市の未来を見据えた人材育成

○2016年10月　｢第1回日韓合同フットボール学会｣が福岡大学で開催され
ました。

10月15日(土)･16日(日)に福岡大学にて｢第1回日韓合同フットボール学会｣
が開催されました。

今回で14回目となる学会は、日本フットボール学会と韓国フットボール学
会との初の共同開催となりました。

学会初日となるに行われたパネルディスカッション(テーマ：フットボール
の新たな見方)では乾眞寛監督が参加しました。

★日本フットボール学会のホームページはコチラ

○2016年5月　福岡市内で講演を行いました。

○催事名 ： 平成28年度　「第1回福岡県スポーツ指導者研修会」　「福岡
県スポーツリーダーバンク登録指導者研修会」　*合同開催

○目的 ： 益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者及び福岡県スポーツ
リーダーバンク登録各種スポーツ指導者を対象とした研修会を開催すること
により、指導者の資質の向上を図り、福岡県のスポーツの普及振興に寄与す
る。

○日時 ： 平成28年5月15日(日)

○主催 ： (公財)日本体育協会　福岡県　福岡県教育委員会　福岡県スポー
ツ指導者協議会

○共催 ： (公財)スポーツ安全協会福岡県支部

○主管 ： (公財)福岡県体育協会　(公財)福岡県スポーツ振興センター

○特別協賛 ： 大塚製薬株式会社

○場所 ： 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡)

_〒812-0852 福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-4

○対象 ：

_(1)(公財)日本体育協会公認スポーツ指導者

_(2)福岡県スポーツリーダーバンク登録指導者

_(3)スポーツ指導者を目指す人

○講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」～子どもは小さ
な大人ではない～

○2016年1月　福岡県飯塚市で講演を行いました。

1月28日(木)に福岡県飯塚市で講演を行いました。

○催事名 ： 平成28年　筑豊地区中小企業団体連合会　新年賀詞交歓会　新
春講演会
○日時 ： 平成28年1月28日(木)　15時00分～
○主催 ： 筑豊地区中小企業団体連合会
○場所 ： パドドゥ・ル・コトブキ(福岡県飯塚市片島1丁目7-62)
○テーマ ： 『育ての流儀　個性を磨き、大きく伸ばすコーチング』

2015年

○2015年11月　佐賀市で｢平成27年度 佐賀市･佐賀市体育協会合同 少年
スポーツ講演会｣を行いました。

11月26日(木)に佐賀市内で講演を行いました。 詳細は次の通りです。

○催事名:平成27年度　佐賀市･佐賀市体育協会合同　少年スポーツ講演会

○日時:平成27年11月26日(木)　19時00分～21時00分(開場18時30分～)

○主催:佐賀市教育委員会、(公財)佐賀市体育協会

○場所:メートプラザ佐賀　多目的ホール　*佐賀市兵庫北3丁目8番40号

○講演内容:

_【第1部】『少年スポーツのあり方について』

__講師:渡瀬 浩介氏(少年スポーツのあり方検討委員会委員長)

_【第2部】『個性を磨き、大きく伸ばすコーチング』 ～子どもは小さな大
人ではない～

__講師:乾 眞寛氏(福岡大学スポーツ科学部教授／福岡大学サッカー部監督)

また、この講演は佐賀新聞(電子版)に記事として紹介されました。記事はコ
チラ。

○2015年11月　｢日本スポーツ心理学会 第42回大会｣の大会企画シンポジ
ウムに出演しました。

11月21日(土)～23日(月)の日程で九州共立大学で開催された｢日本スポーツ
心理学会 第42回大会｣において、大会企画シンポジウムに出演しました。

詳細は次の通りです。

≪大会企画シンポジウム≫

｢チームづくりにおける指導者の仕事とは　－選手発掘から育成まで－｣

○日時 ： 2015年11月22日(日)　14：40～16：30

○シンポジスト ： 仲里　清(九州共立大学)／乾　眞寛(福岡大学)

○コーディネーター ： 鈴木　壯(岐阜大学)

○総合司会 ： 伊藤　友記(九州共立大学)

○2015年5月 「地域交流サロン」のオープニングセレモニーでプレゼンテ
ーションしました。

5月16日(土)、福岡大学が学生と地域住民との連携を促進するため学内に開
設した「地域交流サロン」のオープニングセレモニーで、サッカー部員が地
域の小学校で体育の授業支援や教員の再教育に参加している例を交えてプレ
ゼンテーションを行いました。

福岡大学60周年記念館(ヘリオスプラザ)2階に設けられたサロンでは、地域
活動の報告書や書籍を集めた情報コーナーがあるほか、地域の課題解決に向
けたワークショップやセミナーなどを開催していきます。

「地域交流サロン」のプレスリリースは コチラ。

○2015年3月 講演を行いました。

去る3月8日（日）に、佐賀市教育委員会と佐賀市スポーツ少年団の共催に
よる研修会において、講演を行いましたので、お知らせします。

研修会・講演の概要は下記の通りです。

○催事名 ： 少年スポーツ指導者・保護者研修会

○日時 ： 平成27年3月8日（日）　17時00分～19時00分（講演は17時
30分～）

○場所 ： ホテルマリターレ創世　4階　グランデピアツァ　（佐賀県佐賀
市神野東2-5-15）

○講演内容 ： 『個性を磨き、大きく伸ばすコーチング』

○懇親会：平成27年3月8日（日）　19時15分～21時15分　ホテルマリタ
ーレ創世　3階　ジョイア

○2015年2月 福岡少年院においてサッカー教室を実施しました。

去る2月19日（木）、福岡少年院において福岡大学サッカー部によるサッカ
ー教室を実施しました。

当日はあいにくの雨天で体育館でのサッカー教室となりましたが、生徒さん
の表情は終始活き活きとしていました。

監督以下、選手一丸となって、限られた時間の中、ユニークなメニューを盛
り込みながら最後はミニゲームを行いました。

○2015年2月 講演を行いました。

○日付 ： 2015年2月17日（火）

○講演時間 ： 14：30～16：00（90分間）

○会場 ： 「福岡リーセントホテル」　　URL：http://www.recent-
hotel.com/

○主催 ：福岡地区高等学校生徒指導協議会

○主旨 ： 福岡地区高等学校生徒指導協議会の研修会

○対象 ： 福岡県内の公立高等学校の生徒指導教諭

○講演テーマ ： 学生への指導論

2014年

○2014年11月 講演を行いました。

福岡市立塩原小学校PTA、塩原校区人権尊重推進協議会　共催「人権講演
会」

○期日 ： 平成26年11月17日（月）

○時間 ： 15：00～16：30（質疑応答含む）

○講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」
○場所 ： 塩原公民館　講堂　※福岡市南区塩原1丁目27-2
○対象 ： 小学校PTA会員50名、校区住民約30名

○2014年6月 選手育成の現状について講演を行いました。

6月22日（日）、株式会社サガン・ドリーム様からのご依頼で講演を行いま
したので、お知らせします。

当日は下部組織選手の父母や関係者ら約120名が参加しました。

本講演は2014年6月19日（木）～6月23日（月）まで開催された
『JUVENTUS U16 JAPAN TOUR 2014』の一環として行われました。

≪講演概要≫

日時 ： 2014年6月22日（日）　16:00～17:00

会場 ： ベストアメニティスタジアム　会議室

テーマ ： 「日本サッカー界における選手育成の現状」　Jリーグ下部組織と
大学サッカーとの関係　～見つける、伸ばす、育てる、生かす～

○2014年5月 「第1回 乾セミナー in 大野城」を開催しました。

J2のアビスパ福岡が地域に根ざし、どう地域に貢献していくかを考えるイベ
ント「第1回 乾セミナー in 大野城」を開催しました。

乾眞寛によるセミナーやアビスパ福岡の野見山社長との対談などが行われ、
大野城市で町づくりに携わる人やスポーツ関係者ら約70人が参加しまし
た。

この模様は5月28日（水）の読売新聞・朝刊でも記事として取り上げられま
した。

≪イベント概要≫

○「第1回 乾セミナー in 大野城」

○主催 ： アビスパ福岡後援会 Just Do It！支部・ちくし支部

○協力 ： アビスパ福岡後援会・アビスパ福岡株式会社

○日時 ： 2014年5月27日（火）　19：30～

○場所 ： グリル・ストラッキーノ
___大野城市白木原1-7-5　J-クリスタルビル（サニー白木原店2F）
TEL：092-573-3737

○参加費 ： 2,000円　　お食事料金＋2ドリンク代を含む。

○スケジュール ：
___19：00 開場
___19：30 福岡大学教授　乾眞寛によるセミナー
______テーマ ： 地域社会とスポーツ
___20：00 乾眞寛とアビスパ福岡・野見山社長によるトークライブ
______「Jリーグ百年構想」の中で、これからのJリーグのあり方、進むべき
方向、アビスパ福岡の未来について
___20：30 食事会
______食事をとりながらのフリートーク
___21：30 閉会

○2014年3月 第4回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会

期日 ： 平成26年3月30日（日）

時間 ： 11:30～12:30
講演テーマ ： 「育て上手のコーチング　～見つける、伸ばす、生かす～」
場所 ： 福岡国際会議場　第1会場　3F　メインホール

この講演は、平成26年3月29日（土）と30日（日）の2日間開催された
「第4回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会」において、招請講演と
して行われました。

○2014年2月 平成25年度 宮崎県高等学校体育連盟都北支部 指導者講習会

期日 ： 平成26年2月20日（木）

時間 ： 14:00～16:00

講演テーマ ： 「指導者に求められる資質」

場所 ： メインホテルナカムラ（会議室）

対象 ： 都城・北諸地区の高等学校運動部活動指導者

○2014年2月 福岡少年院「スポーツ教養講話」

期日 ： 平成26年2月6日（木）
時間 ： 13:00～15:30
講演テーマ ： 「無名の原石から日本代表へ」（見つける　伸ばす　生か
す）
場所 ： 福岡少年院　庁舎ホール
受講人員 ： 120名程度

この講演は少年たちに対する進路指導及び情操教育の一環として行われまし
た。

2013年

○2013年11月 平成25年度 京築地区小学校教頭会研究大会

期日 ： 平成25年11月29日（金）

時間 ： 15:35～16:45

講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」

場所 ： 築上館（福岡県豊前市八屋町1665-1）

対象 ： 京築地区の小学校教頭　60名程度

○2013年11月 平成25年度 スポーツ指導者グローアップ事業

主催 ： 宮崎県教育委員会「スポーツ指導センター」

期日 ： 平成25年11月27日（水）

時間 ： 13:45～15:15

講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」

場所 ： 宮崎県武道館　大会議室

対象 ：

__・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員

__・運動部活動 外部指導者

__・市町村体育・スポーツ担当者

__・スポーツ推進委員

__・各競技団体関係者

__・総合型地域スポーツクラブ関係者　等

○2013年10月 PTA主催 人権教育講演会

期日 ： 平成25年10月7日（月）

時間 ： 16:00～17:00

講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」

場所 ： 福岡市立那珂小学校　体育館

対象 ： 那珂小学校　教職員・保護者　計120名

○2013年6月 平成25年度生涯スポーツ普及振興助成事業　スポーツ医科
学講座

主催 ： 財団法人久留米市体育協会　　公益財団法人福岡県体育協会

後援 ： 久留米市・久留米市教育委員会

http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/?page_id=79
http://ramzes.co.jp/inuimasahiro/?page_id=30
https://sports-st.com/lg/seminar/
https://www.fukuoka-u.ac.jp/press/17/11/28094325.html
https://growth-next.com/event/5192
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/005_index/index.htm
https://www.jssf.net/ja/
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/39790
https://www.fukuoka-u.ac.jp/press/15/05/12150001.html


後援 ： 久留米市・久留米市教育委員会

日時 ： 平成25年6月24日（月）　15時30分開会

会場 ： ホテルマリターレ創世　2F「日月の間」　福岡県久留米市東櫛原町
900

参加対象者 ：

__・加盟協議団体

__・スポーツ指導者

__・スポーツ推進委員

__・青少年スポーツ指導者

__・その他体育関係者

参加人員 ： 150名程度

講演テーマ ： 「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」

○2013年1月 福岡地区教育力向上県民フォーラム

平成25年1月19日（土）（基調講演）

講演テーマ：「育て上手のコーチング」　～見つける、伸ばす、生かす～

○2013年1月 水巻町教育力向上研修会

平成25年1月7日（月）

講演テーマ：「個性を磨き、大きく伸ばすコーチング」

2012年

○2012年9月 宇美町スポーツ少年団指導者・育成母集団研修会

平成24年9月26日（水）

講演テーマ：「育て上手のコーチング」　～組織の中で輝く個性を伸ばす～

○2012年8月 平成24年度遠賀郡小学校　校長・教頭合同研修会

平成24年8月29日（水）

講演テーマ：「育て上手のコーチング」　～その人らしさを引き出す指導法
～

「草の根（グラスルーツ）の育成なくして代表強化はありえない！」

地域に根ざしたスポーツの振興・普及のために正しいちびっこ年代のコーチ
ング法を伝えたい。

がんばる指導者・親子を応援します!

○2004年6月 海の中道総合スポーツクラブ（USSC）説明会

特別講演　講師　平成16年6月19日

講演テーマ：「生涯スポーツと地域総合スポーツクラブ」　総合型地域スポ
ーツクラブを考える　～ヨーロッパの原点に学ぶ～

○2003年10月 平成15年度福岡県体育研究所専門研修講座

研修講座　講師　平成15年10月29日～10月30日

サッカー（小学校・中学校・高校）　～持ち味を伸ばす指導のポイント～

講義：「サッカーのこれからの方向性　発達段階に応じた指導方法」

実技：「基礎技術、戦術練習方法、簡易ゲーム」

○2003年9月 （社）福岡県理学療法士会　骨・関節系専門領域研究会　研
究集会

平成15年9月10日　19:00～20:00

講演テーマ：スポーツサポートの再検討　「勝つための医・科学の生かし
方」

○2003年7月 平成15年度　宇美町スポーツ少年団　第1回指導者研修会

平成15年度7月17日

講演テーマ：「少年期における発達発育とトレーニング方法」

○2002年5月 西日本新聞社国際部主催　第17回国際問題研究会

平成14年5月24日　18：30～

講演テーマ：「W杯－知られざる戦略」

○2001年10月 平成13年度　長崎県高等学校体育連盟強化事業　講習会

平成13年10月22日

講演テーマ：「大学サッカーの現状と高校サッカーへの求めるもの」

○1997年10月 平成9年度　スポーツフェスタふくおか「生涯スポーツセ
ミナー」スポーツトークショー

平成9年10月25日（土）

講演テーマ：「魅力あるスポーツ指導とは」

ramzes

http://www.ramzes.co.jp/



