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サテライトオフィスを活用した課外活動活性化の取り組み
―女子サッカー部を例に―
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Report on efforts to revitalize club activities utilizing satellite office
: Women's soccer club as an example
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1．はじめに
筑波大学サテライトオフィス（以下、サテライト

インカレ出場・ベスト 8 の成績を収めた。選手は、
8 割以上が一般入試で大学へ入学した学生であり、

オフィスと略す）は、つくば駅隣接の立地を活かし

また約半数が体育専門学群以外に所属する学生で

た本学の情報発信拠点である。このサテライトオ

あることから、女子サッカー部へ入部することを決

フィスは、複合商業施設「BiVi つくば」の 2 階に

めて筑波大学に入学してくる学生ばかりでない。そ

位置しており本学のエントランスの役割も果たし

のため部員数が少なく、チーム運営がままならない

ている。ここでは、本学の総合案内のほかに大学概

年も少なくない。

要、学群・学類紹介パンフレット、入学案内、公開

この問題を解決するためには、一般入試で入学し

講座のちらし等も配布している。また、このサテラ

てくる新入生をいかに入部させることが出来るか

イトオフィスに隣接する「つくば総合インフォメー

と、小中高生に女子サッカー・女子サッカー部の

ションセンター交流サロン」では、学生や教職員が

魅力を伝え、サッカーを行う女子プレーヤーを増や

市民も参加可能なさまざまなイベントを催し、社

し、ひいては女子サッカー部でサッカーをしたいと

会・地域との交流を行うことができる 1）。

いう理由で筑波大学を志望する学生を増やすこと

本稿では令和元年（2019 年）度、広報室が募集

が重要である。そのために女子サッカー部では、学

した「筑波大学サテライトオフィス活性化プロジェ

生が主体となって毎年ピッチ内外で様々な取り組

クト」に採択され、筑波大学女子サッカー部（以下、

みを行っている。

女子サッカー部と略す）で実施したサテライトオ
フィスを活用した課外活動活性化の取り組みにつ
いて報告を行う。

3．活動報告
令和元年度に実施した、サテライトオフィスを活
用した課外活動活性化の取り組みに関する概要は

2．筑波大学女子サッカー部について
女子サッカー部は、昭和 61 年（1986 年）にチー
ムが創設され、平成 17 年（2005 年）に体育会へ正

以下の通りである。詳細については後述する。
1）女子高校生を対象とした体験会および大学説
明会

式入会した。令和元年度は、選手 26 名、スタッフ

2）女子サッカー部応援ツアー

8 名（教員 4 名、学生 4 名）が所属し、5 年ぶりに

3）女子サッカー部展示コーナー
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1）女子高校生を対象とした体験会および大学説明会

本イベントでは、駅から徒歩 2 分という好立地の

女子サッカー部では、例年 8 月に大学でサッカー

サテライトオフィスで説明会を実施したこともあ

を続けたいと考えている女子高校生を対象として、

り、県外から参加した高校生が大多数を占め、女子

女子サッカー部の体験会兼説明会を実施している。

サッカー部の魅力を多くの高校生に伝える機会と

しかしその内容は、練習への参加とグラウンドで

することができた。

の簡単な大学説明や入試のアドバイスのみにとど
まっており、筑波大学および女子サッカー部の魅力

2）女子サッカー部応援ツアー

を伝える上で不十分であった。令和元年度は、より

女子サッカー部では、女子サッカー部の認知度を

内容を充実させ、筑波大学および女子サッカー部の

上げること、地域との交流を密にすること、子ども

魅力を発信するために、グラウンドでの体験会に加

たちへの普及を目的として、例年 11 月のホームゲー

えサテライトオフィスを利用した大学説明会を実

ムで女子サッカー部を応援してもらう「集中応援」

施した。

というイベントを実施している。「集中応援」では、

8 月 3 日に実施したイベントには 25 名の女子高

SNS、ポスターを用いて、筑波大生を始め、地域の

校生が参加した。当日は、筑波大学第一グラウン

子どもたちや筑波大学周辺店への広報を行ってい

ドに集合し、2 時間の練習体験を行った。練習終了

る。しかしながら、なかなか集客数が伸びないとい

後、筑波大学循環バスを利用してサテライトオフィ

う問題があった。そこで今回、グラウンドでの集中

スに移動し、オフィスに設置されているスクリーン

応援とサテライトオフィスで行うイベントを組み

やマイク、また豊富な資料を利用して筑波大学およ

合わせて「女子サッカー部応援ツアー」を企画し、

び女子サッカー部の説明、進学に向けたアドバイス

地域の方々に集中応援へ足を運んでもらいやすく

を行った。（写真 1、2）

し、女子サッカー部との繋がりをより深めてもらう
ことを期待した。
11 月 30 日に実施したイベントには、サテライト
オフィスへ 17 名、グラウンドへ 117 名を動員した。
当日は、午前中にサテライトオフィスでのイベント
を行い、その後筑波大学第一グラウンドに移動、女
子サッカー部のホームゲームを観戦してもらうと
いう流れであった。
サテライトオフィスにおける企画では、①リーグ
得点王予想＆得点シーン動画鑑賞、②フェイスペイ
ント、③展示、を行った。以下に各企画の詳細につ
いて記載する。
①リーグ得点王予想＆得点シーン動画鑑賞（写真 3）

写真 1

サテライトオフィスを利用した大学説明会会場
の様子

写真 2

大学説明会中の様子

最初に当日までの試合の得点王を予想しても
らった。その後、作成した得点シーンの映像を視聴
して頂きながら当日までのリーグ戦を振り返り、女

写真 3

女子サッカー部応援ツアーで実施したサテライ
トオフィスでのイベント
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子サッカー部の選手について楽しみながら知って

また、試合会場では、例年の「集中応援」では実

もらった。これにより、当日行われる試合への関心

施したことのない抽選会、選手の写真掲示（写真 6）、

を高めてもらうことを目的とした。

のぼりの設置を行った（写真 7）。掲示では、ホワ

②フェイスペイント（写真 4）

イトボードの『No ○○ No Soccer』に各選手独自の

ユニホームの色であるフューチャーブルーで作

○○を当てはめ、ホワイトボードを持った写真を

成した様々なデザインのフェイスペイントシール

撮り、観客席の入り口近くのフェンスに掲示した。

を配布した。フェイスペイントシールをつけて観戦

また、女子サッカー部の選手やスタッフの顔と名前

することでサッカーの応援をすることの楽しさを

を入れてデザインしたのぼりを会場に設置するこ

知ってもらうことを目的とした。

とで、女子サッカー部の選手を知ってもらうととも
に、試合会場を盛り上げ、女子サッカー部の魅力を
感じてもらうことを目的とした。

写真 4

女子サッカー部応援ツアーで配布したフェイス
ペイントシール

写真 6

女子サッカー部応援ツアーで実施したグラウン
ドでの展示

写真 7

女子サッカー部応援ツアーで実施したグラウン
ドでののぼりの設置

③展示（写真 5）
『サッカー大好き』というテーマのもと、
女子サッ
カー部の選手それぞれが考えるサッカーの良さや
サッカーをしていて良かったと感じた瞬間を写真
と文章にまとめ展示した。大学時代の写真だけでな
く、小中高校生時代の写真も掲示し、来場してく
れた子どもたちがサッカーを身近に感じられるよ
う工夫した。展示を見て女子サッカー部の選手につ
いて知ってもらうとともに、試合の応援の楽しさ、
サッカーの魅力を感じてもらい普及につなげるこ
とを目的とした。

「女子サッカー部応援ツアー」として例年以上に
広報活動を行ったこと、サテライトオフィスでの企
画が功を奏して、過去 1 番と言える集客を行うこと
ができた。サッカーの魅力を伝えるには、まず会場
に足を運んでもらうのが第 1 である。その意味で、
この企画は大学サッカー、女子サッカー部の魅力を
伝えるために価値あるものとなった。（写真 8）
3）女 子 サ ッ カ ー 部 展 示 コ ー ナ ー（ 写 真 9、10、
11）
写真 5

女子サッカー部応援ツアーで実施したサテライ
トオフィスでの展示

女子サッカー部は、サッカーやそれ以外の活動を
通して、地域の方々やサポーターなど様々な人に応
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月 30 日の 6 日間にわたり展示した。2019 シーズン
の女子サッカー部の大会結果や様々な活動を振り
返ることができるポスター、全部員の「サッカーを
するうえで大事にしている言葉」を記したサッカー
ボール、部員・スタッフののぼりを展示した。
サテライトオフィスは、学生が勉強するスペー
ス、多くの人が集まるイベントの開催場所などと
して活用されている。そのため、今回サテライト
オフィスの一角を展示コーナーとしたことで、展
示の観覧を求めて足を運んでくれた方に加えて、
別の目的でサテライトオフィスに来た方々へ女子
写真 8

女子サッカー部応援ツアーの最後に撮影した参
加者全員での集合写真

援される魅力あるチームとなることをビジョンの 1

サッカー部を知ってもらうきっかけとすることが
できた。
4．まとめ

つとして掲げている。そのための活動として、地域

以上のように、令和元年度において、サテライト

の方々と繋がる機会である「集中応援」、
「連盟なで

オフィスを拠点とした課外活動活性化の取り組み

しこ」
、「つくばフェスティバル」、等を行ってはい

を実施した。その中で感じた、サテライトオフィス

るが、現状、地域の方々に女子サッカー部のそのよ

を活用する利点を以下に述べる。

うな活動を認知してもらうことが不十分であった。

最大の利点は、つくば市の玄関ともいえるつくば

そこで今回、地域の方々に情報を発信するのに適し

センターに隣接するという立地の良さである。大学

たサテライトオフィスを利用して、女子サッカー部

構内の施設となると、つくばセンターからバスやタ

の様々な活動や大会成績の報告をメインとし、女子

クシー等を利用して来学する必要がある。しかも広

サッカー部に関する展示コーナーを開設した。

大な敷地面積を誇る本学であるため、来学者もどこ

コロナウイルス感染症の流行から、予定していた

に行けば良いのかわかりづらい。しかしサテライト

規模を縮小して令和 2 年 3 月 25 日から令和 2 年 3

オフィスであれば、つくば駅から徒歩 2 分であるた

写真 9

写真 10

サテライトオフィスを利用した女子サッカー部の
展示①

サテライトオフィスを利用した女子サッカー部
の展示②

写真 11 サテライトオフィスを利用した女子サッカー部
の展示③
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め、つくば市内外からの集客が見込める。
また、施設に設置されている備品が充実している
ことも利点のひとつである。マイクやスクリーン
等、イベントを行ううえで必要な機材のみならず、

117

魅力を伝える活動や女子サッカーの普及を目的と
した活動をさらに発展させていきたい。
本報告が、他クラブのサテライトオフィス利用の
契機となることを期待する。

展示用のポスターフレームやピクチャーレール等
も揃っており、特別な機材等を持ち込むことなくイ
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現在、コロナウイルス感染症の拡大予防といった
観点から、課外活動活性化の取り組みは、オンライ
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