
 
 

UNIVAS 会員サービスのご利用方法 
 

UNIVAS は「大学スポーツの振興」に向けて、会員大学・会員競技団体の活動をサポートしています。その

為にさまざまなサービスをご用意しておりますので、会員大学や会員競技団体が必要とするプログラムを

選択し、特性に合わせて活用していただけると幸いです。 

下記プログラムは「ANNUAL REPORT 2021-22」にてご紹介した会員サービスのご利用方法になります。 

【 】内のページ数は「ANNUAL REPORT2021-22」の掲載ページとなりますので併せてご参照ください。 

 

■ 【P4】 UNIVAS SSC 

・日本初の安全安心認証制度であり、認証取得の際には、より手厚い安全安心体制を実現する保証制度

が適用されます。UNIVAS 会員はどなたでも無料で申請でき、また本申請に先駆けて、事前に実施レベル

を確認できる「プレ診断」制度もございますので、ご活用ください。 

サービス名 安全安心認証「UNIVAS SSC」制度 

内 容 ・制度内容の説明動画も用意しておりますので、以下ＵＲＬにてご覧ください。 

https://www.univas.jp/project/safety/univas_ssc/ 

お申し込み ・以下評価申請書にてお申し込みください。 

 https://www.univas.jp/project/safety/univas_ssc/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部  <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P4】 UNIVAS 安全安心ガイドライン  

・大学スポーツの安全で安心な環境確立に向けた各種ガイドラインについては、UNIVAS オフィシャルサイト

にて公開をしています。 

サービス名 ①UNIVAS 安全安心ガイドライン 

②UNIVAS 大学スポーツ活動再開ガイドライン 

内 容 ・①、②ともに以下 URL からご覧ください。 

https://www.univas.jp/project/safety/guideline/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部  <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P5】 運動部学生の学修支援となる単位数めやす  

・運動部学生が意欲を持って学修に取り組めるようにすることを目的として「運動部学生の学修支援となる

単位数めやす」を設定しました。このめやすを参考として、会員大学において独自の取り組みを進めていた

だいております。UNIVAS では、各大学での取り組みを支援する為に、事例集を発行しています。 

サービス名 ・運動部学生の学修支援となる単位数めやす 

内容 ・「単位数めやす」については、以下 URL にてご覧ください。 

https://www.univas.jp/article/144797/ 

・「運動部学生の学修支援に関する事例集」は、以下 URL からご覧ください。

https://img.univas.jp/uploads/2022/03/case-studies-on-academic-

support_2022.pdf 

お問い合わせ ・UNIVASデュアルキャリア部 ＜dual_career@univas.jp＞ 

 

■ 【P6】UNIVAS Plus   

・大学スポーツ観戦に最適なアプリが「UNIVAS Plus」です。ダウンロードは無料ですので、以下よりダウン

ロードしてください。 

サービス名 ・UNIVAS Plus 

内容 ・以下 URL よりダウンロードしてください。 

https://www.univas.jp/univas-plus/ 

お問い合わせ ・UNIVASデータベース開発部 ＜development@univas.jp＞ 

 



 
 
■ 【P7】運動部動画投稿サービス  

・運動部が作成した動画を UNIVAS Plus で配信、全国に向けて公開できる「運動部動画投稿サービス」を

実施中です。UNIVAS加盟大学・競技団体に所属する運動部からの投稿を受け付けています。 

サービス名 ・運動部動画投稿サービス 

内容 ・投稿サービスの概要は、以下ＵＲＬからご覧ください。 
 https://www.univas.jp/undoubu_toukou/ 
・こちらの動画投稿フォームで申請ください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAOhZU5Fr5XsLpye5CiMACA

mJLDRktGeoVAZk5o7_V68bKCw/viewform 

お問い合わせ ・ＵＮＩＶＡＳデータベース開発部 ＜development@univas.jp＞ 

 

■ 【P7】運動部学生の学習支援   

・運動部学生に対する学習意欲喚起に向けて、スポーツの側面からアプローチする教材の開発と提供を行

っております。 

サービス名 ・運動部学生の学習支援 

内容 ・KEIアドバンスと UNIVAS が共同開発した教材を販売しています。 

［学習への興味を喚起する導入教材］ 

1 大学の運動部学生のための「学び」のハンドブック ￥1,800 

2 スポーツ知への招待  ￥1,800 

［学業をスポーツから考え、学力向上に資する教科教材］ 

3 運動部学生のためのスポーツ探求シリーズ 数学  ￥3,000 

4 運動部学生のためのスポーツ探求シリーズ 英語  ￥3,000 

5 大学生活 学びのための「読む」「書く」入門  ￥10,000 

※金額はいずれも税抜 

お申し込み 

お問い合わせ 

・UNIVASデュアルキャリア部 

 ＜dual_career@univas.jp＞ 

 

■運動部学生のデュアルキャリア形成支援 

 【P8】デュアルキャリアプログラム＜DC ONLINE＞  

 ・My UNIVAS に登録することによって、会員に属する運動部学生は誰でも無料で活用できるオンラインサ

ービスです。 

サービス名 DC ONLINE 

内容 ・DC ONLINE には３つのサービスがあります。各々のサービスの内容は以下

ＵＲＬからご覧ください。 

 https://www.univas.jp/dcp_about/ 

お申し込み ・DC ONLINEの利用にはMy UNIVASへの登録が必要となります。My UNIVAS

への登録方法は、以下 URL からご確認ください。 

https://www.univas.jp/about-myunivas/ 

お問い合わせ ・UNIVASデュアルキャリア部＜dual_career@univas.jp＞ 

 

■運動部学生のデュアルキャリア形成支援 

 【P9】デュアルキャリアプログラム＜各種セミナー＞  

 ・UNIVAS ではデュアルキャリア形成支援となる研修会、セミナーを各種、参加費無料で開催 

  しています。対象者の参加をお待ちしております。 

サービス名 各種セミナー 

内容 ・各セミナーの開催概要、開催予定は以下 URL にてご確認ください。 

1 人間力育成セミナー 



 
 

https://www.univas.jp/article/292282/  

2 自己認識力養成プログラム 

https://www.univas.jp/article/337192/ 

3.  リーダーズキャンプ 

 https://www.univas.jp/article/82835/ 

4 組織マネジメント研修 

https://www.univas.jp/article/62155/ 

5 コミュニケーション講座 

https://www.univas.jp/article/144234/ 

お申し込み ・各セミナーのお申し込み先は、以下 URL からご確認ください。 

https://www.univas.jp/project/dual_career/ 

 

■ 【P10】運動部学生の就職活動支援  

・UNIVAS ではトップパートナーである株式会社マイナビの協力を得て、運動部学生の就職活動を支援する

プログラムを各種開催しています。   

サービス名 運動部学生のための就職活動支援 

内容 ・過去に開催したイベント概要は以下の URL からご確認ください。また、本年

開催イベントは決定次第、随時 UNIVAS オフィシャルサイトに掲載、参加希望

者を受付いたします。 

https://www.univas.jp/project/dual_career/seminar_career/ 

お問い合わせ ・UNIVASデュアルキャリア部 ＜dual_career@univas.jp＞ 

 

■ 【P10】UNIVAS研修会（管理者・指導者セミナー）  

・大学における運動部の管理者と運動部における指導者に対する研修会を毎年定期的に開催しています。 

サービス名 UNIVAS研修会（管理者・指導者セミナー） 

内容 ・過去に開催した研修会概要は以下の URL からご確認ください。また、本年の

開催は決定次第、随時 UNIVAS オフィシャルサイトに掲載、参加希望者を受

付いたします。 

https://www.univas.jp/project/dual_career/seminar_instructors/ 

お問い合わせ ・UNIVASデュアルキャリア部＜dual_career@univas.jp＞ 

 

■ 【P11】体調管理ツール（ONE TAP SPORTS for UNIVAS）  

・My UNIVAS に登録することによって、会員に属する運動部はどなたでも利用することができます。お申し

込みは運動部単位となります。 

サービス名 体調管理ツール（ONE TAP SPORTS for UNIVAS）無償提供 

内容 ・ONE TAP SPORTS for UNIVAS のサービス無償提供内容については以下

URL からご覧ください。 

https://www.univas.jp/one-tap-sports-for-univas/ 

＜ご利用までの流れ＞ 

https://img.univas.jp/uploads/2022/05/2ecf5b0a9721d1bc1c749c397cc840

07.pdf 

お申し込み ・ONE TAP SPORTS for UNIVAS の利用には My UNIVASへの登録が必要と

なります。My UNIVASへの登録方法は、以下 URL からご確認ください。 

https://www.univas.jp/about-myunivas/ 

お問い合わせ ・UNIVAS組織運営部 ＜support_myunivas@univas.jp＞ 

 

 



 
 
■ 【P12】医療従事者等の配置制度  

・会員大学や競技団体が主催する試合・大会に医療従事者等を配置し、不慮の事故怪我に対する安全対

策を充実化させます。配置費用は UNIVAS が負担をいたします。 

サービス名 医療従事者等の配置制度 

内容 ・制度の概要、募集要項、申請書類は以下の URL にてご確認ください 

https://www.univas.jp/article/63277/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部 <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P12】新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS 大学スポーツ活動再開ガイドライン」 

・大学スポーツの安全で安心な環境確立に向けた各種ガイドラインについては、UNIVAS オフィシャルサイト

にて公開をしています。 

サービス名 ・UNIVAS 大学スポーツ活動再開ガイドライン 

内 容 ・以下 URL からご覧ください。 

https://www.univas.jp/project/safety/guideline/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部 <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P13】スポーツセーフティネット  

・ゴールドパートナーであるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループホールディングス株式会社と連携して、国

内初の競技横断型の保険制度です。。 

サービス名 ・スポーツセーフティネット 

内 容 ・制度内容は以下 URL からご覧ください。 

https://www.univas.jp/article/16191/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部  <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P13】安全安心フォーラム  

・UNIVAS では、安全安心に対する意識の醸成と知見の共有を目的に安全安心フォーラムを開催していま

す。（参加費無料） 

サービス名 安全安心フォーラム 

内容 ・過去に開催したフォーラム概要は以下の URL からご確認ください。また、本

年の開催は決定次第、随時 UNIVAS オフィシャルサイトに掲載、参加希望者

を受付いたします。 

https://www.univas.jp/article/144774/ 

お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部    <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P13】UNIVAS相談窓口  

・UNIVAS では、運動部におけるハラスメント問題に関する相談窓口を開設しています。（相談料無料） 

サービス名 UNIVAS相談窓口 

内容 ・相談窓口のご利用に際しての概要、要項は以下のURLからご確認ください。 

https://www.univas.jp/soudan/ 
お問い合わせ ・UNIVAS 安全安心部 <anzen.anshin@univas.jp> 

 

■ 【P14】ユニ PHOTO  

・UNIVAS CUP 指定大会での運動部学生の活躍の模様を納めた写真を公開しています。また、加盟大学

及び加盟競技団体に所属する運動部学生と関係者の方々に限り、無料でダウンロードするサービスも行っ

ています。 

サービス名 UNIVAS PHOTO GALLERY（略称:ユニ PHOTO） 

内容 ・ユニ PHOTO は以下の URL からご覧ください。 



 
 

https://www.univas.jp/photo_gallery/ 

・無料ダウンロードには、My UNIVASへの登録、競技団体発行のダウンロード

キーの取得が必要となります。手続きは以下 URL にてご確認ください。 

https://my.univas.jp/account/login_select 

お問い合わせ ・UNIVAS組織運営部＜support_myunivas@univas.jp＞ 

 

■ 【P16】UNIVAS AWARDS  

・UNIVAS では、学業やスポーツ、課外活動にて著しい成果を上げた運動部学生や大学スポーツの振興に

寄与した団体の表彰を行っております。表彰に際しては、会員及び会員に属する運動部関係者から候補者

の推薦をいただいています。 

サービス名 UNIVAS AWARDS 

内容 ・UNIVAS AWARDS 2021-22 の申請要綱は以下の URL からご確認ください。 

https://www.univas.jp/article/82592/ 

・また、本年の開催は決定次第、随時 UNIVAS オフィシャルサイトに掲載いたし

ます。 

お問い合わせ ・UNIVAS 事業企画部 ＜univasawards@univas.jp＞ 

 

■ 【P18】My UNIVAS  

・My UNIVAS に登録することで、運動部学生はさまざまなオンラインサービスを利用することができます。 

また、大学ご担当者様や運動部のスタッフ向けに運動部の運営を支援する様々な機能も備えています。 

   ※無料にて提供しています。 

サービス名 My UNIVAS 

内容 ・My UNIVAS の登録によって利用できるサービスは以下 URL にてご確認くだ

さい。 

・大学向け： 

https://img.univas.jp/uploads/2022/05/cfb68bd0867822642bb3c2813c21b6

8b.pdf 

・競技団体向け： 

https://img.univas.jp/uploads/2022/05/44db47218b111b7d47c0da328184df

ec-2.pdf 

・My UNIVAS の登録と利用の手続きは以下 URL にてご確認ください。 

https://www.univas.jp/about-myunivas/ 

お問い合わせ ・UNIVAS組織運営部  ＜support_myunivas@univas.jp＞ 

 

■ 【P19】コンプライアンス研修会  

・UNIVAS では、会員の皆様からの要望の多い「コンプライアンス」に関する研修会を開催しています。（参

加費無料）  

サービス名 コンプライアンス研修会 

内容 ・2022 年度は毎月開催を予定しています。5-7 月の開催については参加申し

込みを受付中です。 

https://www.univas.jp/article/333475/ 

お問い合わせ ・UNIVAS総合推進部 ＜comp_promotion@univas.jp＞ 

 

■ 【P19】UNIVAS 大学における大学スポーツ不祥事対応に係る手引書 

・UNIVAS では、大学スポーツにおいてより良いガバナンス体制が構築されることを目的として、事例集や

手引書を発行しております。より一層の組織ガバナンスの向上にお役立てください。 

 



 
 

サービス名 1 大学における大学スポーツ不祥事対応に係る手引書 

2 大学スポーツ処分事例集(競技団体編) 

内容 ・内容は以下 URL にてご確認ください。 

https://www.univas.jp/article/301793/ 

お問い合わせ ・UNIVAS総合推進部 ＜comp_promotion@univas.jp＞ 

 

＊尚、UNIVAS ANNUAL REPORT 電子版と UNIVAS 会員サービスのご利用方法は、下記から取得できま

すのでご活用ください。 

 

         
 

 

 


