
さまざまなスポーツ・健康に関する学びや成績だけでは計れない力を評価
します。
スポーツ・健康に関する知識、スポーツ活動など修得した力に応じてブロ
ンズ（３級）からゴールド（１級）までランクがあります。

KONANスポーツサーティフィケイト
2020



スポーツサーティフィケイトに挑戦しませんか！！

• 基礎体育学演習単位取得以降に基礎共通科目・生涯
スポーツ科目などでスポーツ・健康関連科目を履修済
み・履修予定の方

• 体育会団体で熱心にスポーツに取り組んでいる方

• 体育会団体の幹部、スポーツイベントの運営に取り組
んでいる方

• トレーニングルームを頻繁に利用している方

• SMILEプロジェクト、なんざっぷなどのスポーツ・健康
系のプログラムに頻繁に参加している方

• スポーツが好きな方



スポーツサーティフィケイト申請のためには？

・リーダーシップ

※1級はリーダーシップ必須

・資格取得

・協動力

・親和力

・探究心

・＋α

必修領域 選択領域

①スポーツ・健康に
関する知識および自
己の健康管理

②実践・継続力

 詳しくは《その１ 必修領域の基準を満たす》をCHECK  詳しくは《その2 選択領域の基準を満たす》をCHECK

③



その１ 必修領域の基準を満たす

・実践・継続力は①～④のいずれかに該当
※1級はリーダーシップ必須

スポーツ・健康に関する知識
および自己の健康管理

実践・継続力

①体育会活動 ②こうなんSMILE
プロジェクト参加

③保健体育科目
（実技）

④トレーニング
ルーム



３級（１単位）

２級（２単位）

１級（３単位）

応用スポーツ健康科学
スポーツ指導論演習

スポーツと健康

科学と健康

基礎スポーツ健康科学
スポーツと身体知
スポーツと経済
健康と生命科学

エリアスタディーズ（マレーシア・マラヤ大学）

２級からは A）またはB）
※ただし A）１単位は必須

身体の健康科学
トレーニング論
スポーツにおける健康管理
スポーツ文化論
生涯スポーツ論

フロンティア

マネジメント

キャリア創生共通科目基礎共通科目

３級は A）体組成測定

B）スポーツ・健康関連講義科目 １科目を１単位と数える



A）体組成計測定
iCommons Fitness room
岡本トレーニングルーム

スポーツポートフォリオへの入力

体組成チェックシート作成 →  提出
３ヶ月間で３回以上の測定を１単位と数えます。
体組成測定１単位は必須となります。

スマホやパソコンから以下のアドレスにアクセス

https://ssl.konan-u.ac.jp/sports/

※入力方法についてはスポーツ＆健康科学BOOKまたは全学教育推進機構事務室に問い合わせください。

スマホからアクセスする時は
こちら ⇒

体組成チェックシート

※「体組成チェックシート」はKONANサーティフィケイト
HP内にある「評価基準」からダウンロードしてください。



＜前期＞
バスケット（月３限）
エアロビクス（火３限）
テニス（水３限）・フットサル（水３限）
フィットネス実習（金３限）
バドミントン（金３限）

参加回数
Yoga & Pilates・バドミントン・
卓球・バスケット、なんザップ

※詳細については全学教育推
進機構事務室（スポ健担当）ま
たはMy KONANにて

＜後期＞
バスケット（月３限）・健康柔道（月３限）
エアロビクス火３限）
テニス（水３限）
フットサル （火３限）
フィットネス実習（金３限） バレー（金３限）
集中スキー・ゴルフ

体育会活動
の継続

保健体育科目
実技科目

トレーニング
ルーム

こうなんSMILE

プロジェクト参加

 

NANZAP

!

OK !
!

KONANスポーツ元気プロジェ クト

!
＜気軽に参加してく ださい＞ 

専門のト レーナーがプログラム＆指導します 

ト レーニングをはじめるキッ カケを逃した方 

やり方がわからなく て不安な方 

はじめませんか！ !

!

岡本ト レーニングルーム 

（ 5号館東側） !

トレーニングルーム
iCommons Fitness room
岡本トレーニングルーム
どちらも利用可能！

いずれかに該当

★ポイントカードに記録しよう！
（事務室にて配布中）
→2020年度は参加後に送信するデータで
管理します。

★ポイントカードに記録しよう！
（事務室にて配布中）
→ トレーナーに申し出れば押印してくれます。

→単位取得後に申請可能



項目 内容

選

択

資
格
取
得

スポーツリーダー・コーチングアシスタント資格

市民救命士資格

審判資格

その他

協
働
力

スポーツチューター（学生スタッフ）

スポーツボランティア（個人参加）

スポーツボランティア（団体参加）

その他スポーツ・健康関連活動補助

SA （スチューデントアシスタント)

親
和
力

スポーツ国際交流活動等

地域とのスポーツ交流

応援ツアー参加（自分の所属以外の団体）

その他スポーツ交流などに関する項目

探究心 スポーツ・健康関連イベント等への参加

α

県大会で入賞

関西大会に出場

関西大会で入賞

全国大会に出場

全国大会以上で入賞

国際大会に出場

その他これらに準ずる項目

その他スポーツ・健康に関する活動
ウォーキングポイント
体力テスト受験（基礎体育学演習履修中の実施は除く）

その２ 選択領域の基準を満たす

1級…2つ以上の項目から
計7ポイント以上

2級…2つ以上の項目から
計2ポイント以上

3級…1ポイント以上



※別途審査 ※別途審査

○課外活動幹部（主将・主務等）
▶１期につき３P獲得

○体育会本部委員
▶１期につき1P獲得

○体育会本部役員
▶１期につき３P獲得

○学連幹事
▶最高３P（別途審査）

○体育会団体所属
▶１年につき1P

○その他これらに準ずる項目
▶別途審査

○スポーツ・健康に関する事業の企画
▶1回につき1P獲得

○スポーツ・健康に関する事業の運営
▶1回につき1P獲得



スポーツリーダー

コーチングアシスタ
ント資格取得（３P）

市民救命士資格
（１P）

審判資格（２P）
※公的な資格は２ポイ
ント。資格のレベルに
よって1ポイントの場合
あり。

その他これらに
準ずる項目

※別途審査

詳しくは
全学教育推進機構事務室まで

証明できるものを提出



スポーツチューター
５回１P

スポーツボランティア
団体参加 2回１P
個人参加 1回１P

その他スポーツ・健
康関連活動補助

※別途審査

スチューデント・
アシスタント（SA）

KONAN スポーツクラ
ブ運営補助

SMILEプロジェクト

実践プログラムの運
営補助
※ポイントカードで確認

証明できる
ものを提出



例）
・スポーツ活動に関連した
海外遠征または受け入れ

・エリアスタディーズ（マラヤ大学）
※必修の「スポーツ・健康に関する知識」のポイントに充てない場合

・留学生とのスポーツでの交流
▶別途審査

※証明できるものを提出

例）
・地域のスポーツイベント参加

・所属クラブの活動として、高校生と
の合同練習実施
▶別途審査

※証明できるものを提出

学生部主催 応援ツアーの参加
自分の所属以外の団体

⇒１回１ポイント

日時・参加した部活動を報告（証明できるもの）
（実施日等はMyKONAN・学生部にて）

⇒１回１ポイント
▶別途審査

※証明できるものを提出

以下の４項目は報告書又は証明できるものを提出
→報告書はスポ健にて配布中



スポーツ・健康関連イベントの参加
⇒１回１ポイント
▶別途審査
※証明できるもの、または活動報告書を提出

★活動報告書を作成しよう！
（事務室にて配布中）

全学教育推進機構事務室で受取可

なんザップ目標達成
⇒１回１ポイント
※ポイントカードで確認
→2020年度はデータで管理します。

https://2.bp.blogspot.com/-inaC2K8n_k8/WLEu4_57dsI/AAAAAAABCGs/9B_aUmauA2U7FV6oktaSkmOmM_S0nF8SgCLcB/s800/olympic34_triathlon2.png


○県大会で入賞
▶１P獲得

○関西大会に出場
▶入賞しなかった場合２P獲得

○関西大会で入賞
▶最高３P獲得（別途審査）

○全国大会に出場
▶最高３P獲得（別途審査）

○国際大会に出場
▶最高５P獲得（別途審査）

○その他これらに準ずる項目
▶別途審査

※証明できるものを提出

▶別途審査

※証明できるものを提出

ウォーキングアプリ等を利用し、
期間と実績が分かる部分をプリン
トアウトして提出

ウォーキングマップを事務室にて
配布中！



どうやってエントリー＆申請するの？

スポ健の
HPより
エント
リーする

各自で
スポーツ
活動等を
行いなが
ら、活動
を記録す
る

「要件」
をクリア
できたら、
申請する。
(必要書類
を提出)
１月１０日〆切

審査の後に

授与

必要書類は
全学教育推進機構事務室でGET！

こちらのQRコード
を読み取って今す
ぐエントリー！



ポイントカードに記録しよう！

ポイントカードは全学教育推進機構事務室で配布中！ 1回参
加ごとに１スタンプ押印
《SMILE実践プログラム》→2020年度はデータで管理
《トレーニングルーム利用》→スタンプ押印

（トレーナーへ申し出て押してもらうこと）
《なんザップ達成》→ 2020年度はデータで管理



エントリー・申請受付・問い合わせ先

《受付場所》
３号館１階 教務系オフィス
全学教育推進機構事務室
（スポーツ・健康科学教育研究センター担当）

《時間》
平日：9：00～17：00
土曜：9：00～13：00

《ホームページ》
https://www.konan-u.ac.jp/education/sports/certificate/


