
千里山キャンパス
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千里山キャンパスの体育施設は、部室、会議室等が集まる新凱風館を中心に、周囲に凱風館、中央グラウンド、中央体育館、
東体育館、養心館等が集中的に配され、機能的なスポーツ環境を形成しています。

機能的なスポーツ環境を形成する
千里山キャンパスの体育施設
1 中央グラウンド 2 北広場 7 養心館 8 凱風館

体育会専用　千里凱風寮
【男子寮】・・・・・定員54人
　2004年に教育後援会の寄贈により建
設された体育会男子専用寮で、千里山キャ
ンパスから徒歩25分程度の住宅地に建て
られています。寮室は1人部屋で在寮年限
は4年間。鉄骨造3階建で、1階にはコイン
ランドリー、乾燥室があり各階にシャワー
室やパントリーがあります。
　また、空手道場の「千秀館」が同じ敷地
内にあります。

3 KAISERS BASEBALL FIELD 4 中央体育館

1F 射撃場
2F 柔道場、剣道場
屋上 アーチェリー場

5 東体育館 6 空中テニスコート

メインアリーナ

サブアリーナ

ブルペン 室内練習場

アリーナ ATルーム

器械体操練習場 フィットネススタジオ

9 ソフトテニスコート

射撃場（エアライフル） 柔道場 剣道場

アーチェリー場

1F トレーニングルーム
 （パワージム）
 重量挙道場
2F 多目的ルーム
3F 武道場
 ボクシング場

武道場 ボクシング場 トレーニングルーム（パワージム）
【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ラグビー、陸上競技など

【利用クラブ】野球
【利用クラブ】バレーボール、バドミントン、ハンドボール、レスリング、
 なぎなた、フェンシング、自転車など

【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、ホッケー、ラグビーなど 【利用クラブ】射撃、柔道、剣道、アーチェリー 【利用クラブ】ボクシング、拳法、重量挙、少林寺拳法

【利用クラブ】ソフトテニス

【利用クラブ】テニス【利用クラブ】バスケットボール、卓球、器械体操、応援団など
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体育会研修プログラム 体育会学生への修学支援

指導者研修会

高槻キャンパス13
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関西大学学生アスリート約2,400人に対して、スポーツ
を通じた人間形成のため、各学年にあわせた研修を実施
しています。
新入生に対しては、コンプライアンス研修、体育会で活
動をする目的・目標の明確化、栄養講習会などアスリート
としての必要な知識の講習を実施しています。２年生では
フォローアップ研修として入学当初の思いと１年間の振り
返りを行い、更なる成長に向けて考える研修、３年生では
就職活動に向けてキャリア教育などを実施しています。
また、専門的にトレーニング講習会や心肺蘇生法、応
急処置などの講習会も実施しています。

年に２回全クラブの監督・コーチを対象に、コンプライ
アンス、修学支援、応急処置・危機管理対応、トレーニン
グプログラムなどの講習を行い、最新の情報を学んでい
ます。
研修会では、グループワークを通じて、情報の共有、指
導方法や悩みなどの意見交換等ができる機会を提供し
て、指導者同士の横のつながりを構築し見識を広げてい
ます。
また、年に２回全クラブの顧問・副顧問を対象とした会
議を実施し、大学スポーツについて議論する機会を設け
ています。

本学教授による、文書作成能力向上講習会を年間数回
実施し、レポートを作成する能力を身につけられるようにし
ています。
また、各学期での成績が一定基準を満たしていない学
生に対しては、修学支援面接などで個別に話を聞く機会
を設けアドバイスやサポートを行っています。
各クラブの監督・コーチへの研修や会議を年に数回実
施し、学業優先であることや修学面をしっかり行うように
指導の協力と理解を得ています。

体育会研修プログラム・修学支援フォローアップ体制等体育施設

高槻キャンパスはさまざまなスポーツに対応した
アスレティックスペースが設けられています
1 たかつきアイスアリーナ 2 第1、第2グラウンド 3 第3グラウンド

4 馬場 5 体育館 6 テニスコート

【利用クラブ】アメリカンフットボール、サッカー、
 ラグビー

【利用クラブ】野球、準硬式野球

【利用クラブ】アイススケート、アイスホッケー

【利用クラブ】馬術 【利用クラブ】バスケットボール、バレーボール 【利用クラブ】テニス、ソフトテニス
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