
別記様式第４号 
令和  年  月  日  

令和４年度 学生団体事業報告書（体育系） 
STUDENT ORGANIZATION: AY 2022 ACTIVITY REPORT (Athletics)  

筑 波 大 学 長  殿 
To: President, University of Tsukuba 

Organization / Group Name 団 体 名 ●●●●● 
(Representative info.) 代表責任者 

Affiliation      所  属     生物学類    2 年次 
Biological Sciences Year Grade 

Name 氏  名 筑波太郎 Taro TSUKUBA (20XXXXXXX) 

Address 住  所 つくば市天久保〇－〇桜荘 12号 
Sakura-so Bldg.12, 〇－〇, Amakubo, Tsukuba 

Phone 電  話         0X0  ( XXXX ) XXXX 
  

下記のとおり事業報告書を提出します。 
I hereby submit our activity report as follows  

記 

年月日 
Date 

競技(合宿)名称 
Competition /  

Training Camp 

主 催 者 名 
Event Organizer 

場     所 
Venue / Location 

参加者数 
Number of 
Participants 

成  績 
result 

備 考 
Notes 

令和 4 年 5.1-5.5 新入生歓迎合宿 ●●●（学生団体名） 館山研修所 
(千葉県) 52   

(May 1 to May 5, 2022) (Camp for Freshmen) ●●● 
(Your Group Name) 

(Tateyama Training 
Center, CHIBA) 

52   

令和 4 年 6.3-
6.11 

関東○○○同好会
リーグ新人戦 

関東○○○同好
会連盟 

XX 大学 グラウ
ンド（東京） 

35 準優勝  

(Jun. 3 to Jun.11, 2022) Kanto 〇〇Club Federation  
Rookie League 

Kanto 〇〇Club 
Federation 

 X University 
Playground (TOKYO) 35 Runner-up 

(The 2nd ) 
 

       

       

       

  
     

       

       

  
     

 

顧 問 教 員  
Signature of  

Faculty Advisor 

所属     〇〇〇〇             系  職名 教授 
氏名   土 浦 二 郎 

（注）１ 代表責任者及び顧問教員の氏名は、必ず本人が自署すること。 
The names of the representatives and advisor must be written (signed) by those individuals. 

２ 活動成果、今後の課題等については、報告書を添付すること。 
For the activity results (or future challenges), please attach some supporting documents that will provide evidence 
of achievements.  

Appended Form 4 
yyyy      mm     dd 

〔記入上の注意〕 
1. 令和 4 年 4 月から令和 5年 3月までに実施及び参加した事業（合宿、競技会、社会活動等）について記入すること。(参加予定も記入) 
2. 記入欄の項目は、記入例のとおり、もれなく記入すること。 
3. 年間事業が、定期的な研究会、練習等を行うのみの団体は、その旨を適宜記入すること。 

（例：学内で定期的なテニス練習を週２回行っている場合は、行事欄に「テニス練習（週２回）」と記入し、その他の欄も適宜記入） 
4. 事業計画が多い場合,または独自の事業記録があれば、「別紙のとおり」と記入して、追加または別の報告書を添付してもよい。 
5. 機関誌や活動内容等の印刷物を作成している場合は、1 部添付すること。 
[Notes] 

1.  Fill in the activities (ex. camp, competition, social/volunteer activities, etc.) that were held/conducted in this academic year; April, 
2022 to March*, 2023. (*including the scheduled activities.) 

2.  Fill in each box following this sample sheet.  
3.  If you don’t have any specific events, only conduct regular practice, please make notes of that in this table. 

(ex. Activity: “Tennis Practice (twice / week)”, Other boxes: fill-in as needed)  
4.  You can attach some additional documents if this sheet is not enough to fill in, or if you have the original activity record. In that 

case, please make note of “別紙のとおり(as per the attached document)”  in the table.  
5.   Published & printed documents (etc.) that show your activities shall be submitted (If you have).  

担当教員の方が自署してください。 
The advisor shall fill-in this part him/herself. 

記入例  GUIDE to Filling-Out 提出日を記入 
Fill-in the date of 

 

⑥B 


