
  学　  　長　　殿
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４．結成年月日

氏名

７．顧問教員          　　　　　　　　 氏名　○○　○○
      

氏名

氏名

１．会員(役員・全員)名簿    
２．新しい生活様式に基づく活動計画  
３．ワークフロー入力者    

 

 

顧問教員のチェック欄

届出事項を変更又は解散したときは速やかに届け出てください。

（顧問教員は団体結成届を確認して以下のコピーを受け取り、下記にチェックを入れてください。）

携帯電話番号

教育学部   職名　准教授

090-0000-0000

所属　外部指導者

所属

○○　○○

昭和・平成・令和 ２年　　６月　　１日

添付書類   

６．学務部からの連絡先

記

１．団体の名称          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．目　　　的          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（男　　５　　名・女　　５　　名）

健全な心身の育成およびフェンシング競技の振興のため

備　　考　

４．今年度の行事参加予定等  

注）添付する必要はありませんが、顧問教員及び部員・保護者等への緊急
連絡網を作成し、全員に周知しておいてください。

組織あるいは会員(部員)が医学部のみの場合は医学部長に、その他は学長
に届けるものとします。

９．コ  ー  チ　 　　　

               団 体 結 成 届　（ 新規　・　変更 ・　継続 ）

令和　３年　６　月　1　日

三重大学学部生

フェンシング部

代表責任者

（学部共通細則第15条）

学籍番号 123456

工学部

 　 (携帯がなければ一般電話)

５．会員(部員)数

　下記により団体を（　公認 ・ 準公認　）団体として結成（ 新規 ・ 変更 ・ 継続　）
　したいので、お届けします。

３．組織（加入者範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０　名

６．クラブ紹介ＨＰ（新規・変更希望者）

役　　職

氏　　名

主将

三重　太郎

５．会則(規約・定款)

８．監 督(師範)　　　　　　 　　　

三重　二郎

顧問教員指針 団体結成届 会員（役員・全

新しい生活様式に基づく活動計画 行事計画 会則



人文 教育 医 工 生物資源 計

男 1 1 1 1 1 5

女 1 1 1 1 1 5

計 2 2 2 2 2 10

学年 学籍番号 携帯番号（TEL）

4 111111 090-0000-0000

4 666666 090-0000-0000

3 333333 090-0000-0000

1 123456 090-0000-0000

役

員

名

工学部

三重　花子

ミエ　ジロウ

三重　二郎

（　　　　　　　　　　）

（フリガナ）
氏　　　　　名

学　　　部

男子主将

ミエ　タロウ

三重　太郎

人文学部

教育学部

ミエ　ハナコ

主務

女子主将

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

ミエ　ウヅキ

マネージャー 三重　卯月 医学部看護

フェンシング部団体の名称

会員（役員）名簿

（　　　　　　　　　　）

構
成
員
数

役職名



　※名簿に修正があった場合は、速やかに再提出してください。

番号 団体名 学部 学科 学年 性別 学籍番号 氏　　名 備考（役職）

1 フェンシング部 工学部 機械工学 4 男 111111 三重　太郎 男子主将

2 フェンシング部 人文学部 法律経済 4 男 222222 三重　一郎

3 フェンシング部 教育学部 保健体育 3 男 333333 三重　二郎 主務

4 フェンシング部 生物資源科学部 資源循環 2 男 444444 三重　三郎

5 フェンシング部 医学部 医学 2 男 555555 三重　四郎

6 フェンシング部 工学部 応用化学 4 女 666666 三重　花子 女子主将

7 フェンシング部 人文学部 文化学 4 女 777777 三重　睦月

8 フェンシング部 教育学部 国語 3 女 888888 三重　如月 マネージャー

9 フェンシング部 生物資源科学部 共生環境 2 女 999999 三重　弥生

10 フェンシング部 医学部 看護 2 女 123456 三重　卯月

11 フェンシング部

12 フェンシング部

13 フェンシング部

14 フェンシング部

15 フェンシング部

16 フェンシング部

17 フェンシング部

18 フェンシング部

19 フェンシング部

20 フェンシング部

21 フェンシング部

22 フェンシング部

23 フェンシング部

24 フェンシング部

25 フェンシング部

26 フェンシング部

27 フェンシング部

28 フェンシング部

29 フェンシング部

30 フェンシング部

31 フェンシング部

32 フェンシング部

名     簿　（全員）
団体の名称 フェンシング部



※会員名簿（全員）で検討し、作成してください。

主な活動場所

　　感染拡大防止に向けての配慮する事項

　　　１．活動準備について

　　　記入項目例：　通学時、着替え、用具の準備など

　　２．日常活動について

　　記入項目例：　ミーティング、練習時、休憩時など

　　３．特別活動について

　　記入項目例：　大会、コンサート、合宿、遠征、懇親会など

　　４．その他（活動において注意すべき事項）

※既にガイドライン等を独自で作成している団体は、そちらの提出をもって代替可。

新しい生活様式に基づく活動計画

新しい生活様式に基づくチェック欄

・部活動の参加前に自宅で体温検査を行い、発熱や体調の良くない部員については主将に連絡を
し、参加を見合わせる。また、通学時には原則マスクを着用する。
・着替え時は、更衣室を交代で使用するなど、密接にならないように注意する。
・用具の準備や片付けを行った部員は、すぐに手洗い・消毒を行う。

・対面でのミーティングを行う際には、基本マスクを着用の上、屋外で間隔を空けて行う。
　また、対面でのミーティングが必要ない内容については、オンライン上で行う。
・ランニングを行う際は、横の間隔を２m以上空けて並走する。
・練習の合間には、１時間あたり５分程度の換気時間を設ける。
・給水時に使用しているコップは各自で用意し、共有しない。また、汗拭き用タオルも共有しない。
・練習後は速やかに解散し、メンバー３名以上での会食等は行わない。

・大会については、主催者が定めるガイドライン等を遵守するように部内で情報共有する。
・遠征や学外合宿時には、大学に遠征・学外合宿届を提出し承認を得ると共に、参加するメンバー
の事前の検温やマスクの持参など、感染対策を徹底する。
・飲食と伴う懇親会等については、三重大学の定める行動指針及び課外活動団体における感染防
止に係るガイドラインに従い、当面の間は自粛する。

・上記に定めた内容については、主将を責任者として幹部で確認を行い、月に１度は正しく守られ
ているかを話合う。
・部内で感染が疑われる場合は、直ちに顧問及び大学へ報告し指示を仰ぐ。

屋内 屋外 学外

健康状態の把握 手洗い・消毒の徹底 身体的距離の確保

「3密」の回避（密集、密接、密閉） ３名以上での会食の禁止



1 遠征・学外合宿届

2 報告書（遠征・学外合宿届）

3 構内一時入構許可書

上記の申請をするときにワークフローシステムへの登録が必要になります。

学年 学籍番号 携帯番号（TEL）

3 333333 090-0000-0000

※基本は1名登録です。2名以上必要な場合は前もって学生支援チーム①番窓口課外担当へ

　相談してください。

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

主務 三重　二郎 教育学部

（　　　　　　　　　　）

ワークフロー入力担当者

団体の名称 フェンシング部

入
力
担
当
者

役職名
（フリガナ）

氏　　　　　名
学　　　部

ミエ　ジロウ



団体の名称

行　　事　　名 期　　　　間 行　事　内　容

新入生勧誘イベント（オンライン） ５月上旬 新入生の歓迎

新入生初顔合わせ ５月下旬 対面での初練習

新人戦 ６月上旬 個人戦

三重県フェンシング大学春季リーグ６月下旬 リーグ戦

学内強化練習 ９月中旬 強化練習

大学祭出展 １１月上旬 活動紹介ブース

三重県フェンシング大学秋季リーグ１１月中旬 リーグ戦

忘年会（オンライン） １２月下旬 部内交流

東海地区大学定期戦 ２月中旬 名大・岐大・静大との交流試合

卒業生との対抗戦 ３月下旬 卒業生追い出しイベント

２０２１年度行事計画

フェンシング部



１．団体の名称 フェンシング部

２．目　　　的 健全な心身の育成およびフェンシング競技の振興のため

３．構成（入部・入会資格） 三重大学の学部生及び大学院生

４．役員（幹部）構成 主将、主務、マネージャー

５．財政（部費又は会費） 月　2,000円　※遠征等で別途徴収あり

６．活動場所・日時 第一体育練習場　　　毎週　月・水・金曜日　　17:00～20:00

　　　　　　　　　夏季休暇中　月・水・土曜日　　9:00～14:00

７．活動内容（現在所属しているリーグ・部等も記入すること）

週３日の練習。各種大会への出場

三重県フェンシング大学リーグ　2部所属（４月１日時点）

８．前年度の活動実績（継続団体のみ記入）

フェンシングカップ東海予選　個人ベスト１６　三重太郎

会　　則（規約・定款）等

　　※三重大学学部生・院生・研究生の範囲に限ります。
　　　なお、他大学学生等が共に活動している場合は、別途、名簿を添付してください。



◆活動日時

◆活動場所

部員数

10 名 （男子： 5 名、女子 5 名）

◆活動内容

◆年間活動計画

４月
５月
６月
７月
８月
９月

１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

◆公式ウェブサイト・ＳＮＳ等

Instagram:　https://www.instagram.com/?hl=ja

課外活動団体が運営するWebサイト等へリンクします。
リンク先のサイトの内容及び仕様にかかわる一切の責任を負いませんので、ご了承ください。 

フェンシング部

写真掲載箇所①
※こちらには貼り付けず、

データで提出すること

フェンシングは危険なスポーツと思っていませんか？本
当は、全身に防具を着用しているため、とても安全なス
ポーツなんです。 部員は大学からフェンシングの世界
に入ったひとが多いですが、これまでには個人戦での
上位入賞などの成績も残しており、初心者でも努力次
第で経験者といい勝負ができるようになります！ 先輩
後輩のけじめはしっかりしていて、とてもいい雰囲気で
練習しています！

写真掲載箇所②
※こちらには貼り付けず、

データで提出すること

　　　 　毎週　月・水・金曜日　　17:00～20:00
夏季休暇中　月・水・土曜日　  　9:00～14:00

写真掲載箇所③
※こちらには貼り付けず、

データで提出すること

三重大学第一体育練習場

三重県フェンシング大学リーグの１部昇格を目指して、日々練習に取
り組んでいます。練習は週３回、外部のコーチが丁寧に指導してくれま
す。

新入生初顔合わせ
新人戦、春季リーグ

学内強化合宿

大学祭、秋季リーグ

メールアドレス：miedai_kagai@gmail.com
YouTube動画ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=

忘年会（オンライン）

東海地区大学定期戦
卒業生との対抗戦

公式サイトＵＲＬ：　http://www.mie-u.ac.jp/
Ｔwitrter:　https://twitter.com/
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