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～そもそも少林寺拳法って何？～ 

①少林寺拳法は日本で生まれた武道！ 

少林寺拳法とは、中国で学んできた武術を整理・再編し                 

創意工夫を加えてつくった、誰もが楽しみながら出来る総合武道です！       

また、少林寺拳法は護身術なので力のない女性でも               

気軽に始めることができます！  

②少林寺拳法は 3 つの法から成り立っている！ 

少林寺拳法には剛法・柔法・整法の３つから成り立っています！        

剛法・・・ 突き・蹴り → 空手・テコンドーなど                    

柔法・・・ 投げ技・固め技 → 柔道・合気道など         

整法・・・ マッサージなど                       

つまり、少林寺拳法は、色々な武道の良い所をギュッと集めた          

最高の武道です！！ 

    

剛法の一例                      柔法の一例 



～体験練習～ 
 

 

 

 

 

 

 

体験練習は両校地で行われています！！ちょっと興味のある人、体を動かしたい人、    

誰でも大歓迎です！！また、練習会の後には無料の食事会がもれなく付いてきます！！     

友達づくりの場所としても活用してください！！練習内容は少林寺拳法の簡単な技を   

したり、レクリエーションをしたり、部員による演武披露も行われます！！           

また、その日によって体験練習の内容が変わってくるので、                              

何回来ても楽しめる内容となっています！！是非来てください！！ 

      

 

        

★体験練習会詳細（～４/15）                    

京田辺＠ 真誠館                  

１６：００～１７：００（４/４～６）                 

１８：３０～１９：３０（４/11.13.1４）                  

１４：００～１５：００（４/８.15)                    

今出川＠ 育真館                     

１7：００～１８：００(４/４～６.11)                   

＠ 継志館                         

１９：００～２０：００（４/14）                        

★通常練習時詳細（４/17～）             

京田辺 @ 真誠館              

木    １８：００～２０：００             

金    １８：００～２０：００          

土    １４：００～１７：００          

今出川 @ 育真館                 

火    １７：００～１９：００                                        

@ 継志館                    

金    １９：００～２１：００ 

 



～新歓期間イベントスケジュール～ 

月 火 水 木 金  土  日 

    
 １ 

入学式 

２ 
 

３ 

お菓子 

パーティー 

４ 

体験練習 

５ 

体験練習 

６ 

体験練習 

７ 

 ボウリング 

８ 

体験練習 

９ 

 女子会 

１０ 

 

１１ 

体験練習 

 

１２ 

焼肉 

１３ 

体験練習 

１４ 

体験練習 

１５ 

体験練習  

            詳細 

イベント 場所 日時 参加費 
お菓子      

パーティー 

京田辺 真誠館 

今出川 京都御所 

4 月３日      

時間未定 なし 

ボウリング 
ラウンドワン       

京都河原町店 
4 月 7 日    

19 時～ 500 円 

女子会 
ＢＵＦＦＥＴ     

ＤＩＮＩＮＧ ＮＩＮＪＡ 
4 月 9 日        

12 時～ 
なし         

（現地集合） 
焼肉 

京田辺 肉十八松井山手店  

今出川 チファジャ四条河原町店         
4 月 12 日       

19 時～ なし 

  



～部員のあれこれ～

 

 

 

  

 

7人

【26％】

3人

【11％】

3人

【11％】
3人

【11％】

6人

【22％】

3人

【11％】

2人

【8％】

部員数

法学部 経済学部

文学部 商学部

理工学部 生命医科学部

スポーツ健康科学部

17人

【63％】

10人

【37％】

男女比率

男子 女子

色々な学部の人が    

集まっているので、    

履修の相談もできます★ 

体育会の中では、      

かなり高い割合で女子も      

加入しています👩 

みんな違う学部でも

仲良し～(*^▽^*) 

世界大会に     

行くぞ～(=ﾟωﾟ)ﾉ     



 

 

 

 

       

 

 

22人

【81％】

5人

【19％】

アルバイト率

している していない

15人

【56％】８人

【３０％】

4人

[14%]

高校までの

少林寺拳法経験

なし あり（部活） あり（道院）

週 3 日練習が    

休みなので、     

アルバイトする時間も

確保できます！！ 

 

半分以上が大学から      

少林寺拳法を始めている  

ので、気軽に始められます♪ 

アルバイトも充実した   

時間の１つです！！ 

少林寺拳法を始めて    

１年足らずで、こんなに  

カッコよくなります！ 

 



～部員の一日～ 

名前 船岡 晴花        

                       学部 生命医科学部医生命システム学科 2 回生 

                      趣味 雑貨屋巡り・お菓子作り・バドミントン 

                      座右の銘 日進月歩 

                      部に入って良かったこと 人間的に成長できたこと 

       ↓上図； 部活がある日  

        下図： 部活がない日                   

   

  

0：00

8：0016：00

18：00

20：00

睡眠

学校

課題

部活

自由

0：00

8：0016：00

22：00

睡眠

学校

アルバイト

自由

勉強に部活に充実の日々を

過ごしていて、毎日が    

楽しいです！！初心者の 

私でも、監督・コーチや  

先輩に基本から教えて     

もらえたので、       

上達出来ましたよ(^^♪ 



～少林寺拳法部の 1 年間の流れ～ 

4 月… 新入生勧誘期間             5 月… 春合宿＠真誠館（3 泊 4 日）

                               京都府大会                       

      

 

 

 

 6 月… 関西学生大会 

      同立戦（立教大学との合同練習→今年は京都開催！） 

 

                                   

   

 

楽しい思い出が      

一つ増えました！！ 

立教との練習は   

気合が入るぜ🔥 

やっぱ主将は        

上手いなあ( ..)φメモメモ 

2 人で頂点          

目指したるで！！ 



7 月・・・ 幹部交代式                 8 月・・・ オフシーズン 

      オフシーズン   

 

                           

     

9 月・・・ 夏合宿＠真誠館(2 泊 3 日) 

10 月・・・ 保護者会 

       ＯＢ・ＯＧ現役合同練習会 

京都学生大会 

         

 

    

 

オフシーズンにも   

集まってプライベートで

遊んでいます☆ 

 

部員みんなで海に  

来ました！！ 

OB・OG の方々に道場に来て     

いただいて、一緒に練習して     

います！！縦の繋がり、長い伝統を

感じることができる行事で、就職活動

についても社会人の先輩としての  

アドバイスをもらったりしています！ 

久しぶりの再会です！ 



11 月・・・ 全日本学生大会            同志社 EVE（学園祭） 

    

      

   

                      

12 月～1 月・・・ 関西学生新人大会 

           オフシーズン 

 

 

 

 

 

 

日本一に      

なったどー！！ 

同志社 EVＥで    

サンタのコスプレ☆ 

関西６年連続優勝！       

１人１人の努力の     

賜物です！！ 

練習の成果をここで

ぶつけるぞ！！     

サンタ姿カワイイ

なぁ・・・ 



２月・・・ 追い出しコンパ             ３月・・・ 本部合宿＠香川県(5 泊 6 日) 

                                   （↑他大学との合同合宿） 

                                       

 

 

 

他にも。。。幼稚園とのボランティア活動や球技大会があります！！ 

 

 

 

充実した 1 年間です(#^^#) 

４回生の方々を       

送り出します！！ 仲良し３人組～☆彡 

少林寺拳法以外にも   

運動をして汗を      

流しています！！ 

幼稚園児に元気を  

貰っています！！ 



～大会成績（昨年度）～ 

少林寺拳法というとマイナー武道という印象を持つかもしれません。            

しかし、関西の大学では 30 校以上の大学が出場しており、全日本学生大会では

1700 名以上の選手が各部門にエントリーしています！！                     

その中でも我が部は、出場する大会全てに入賞者を輩出していて、その中には   

大学から始めた部員も大勢います！！特に、女子部員は大活躍です！！ 

   

       全国大会での記念撮影         全日本学生大会での記念撮影 

関西学生新人大会 

(関西規模) 

全国大会 in おおいた 

(全国規模) 

全日本学生大会 

    (全国規模) 

白緑帯の部 １位 ・ ５位 女子単独段外の部 1 位 単独段外の部 1 位 

単独段外の部 ４位 男女級拳士の部 3 位 男女二段以上の部 6 位 

男子茶帯の部 ３位 女子初段の部 6 位 女子団体の部 3 位 

女子茶帯の部 １位 女子二段の部 5 位 男子運用法の部 4 位 

男子初段の部 ３位 一般団体の部 3 位 

女子初段の部 １位 3 位以上は世界大会進出! 

男子二段以上の部 ３位 

女子二段以上の部 １位 

団体演武の部 １位 

男子運用法(重量級) 2 位・3 位 

総合６年連続優勝！！ 

習熟度によって、大会に出場する 

部門が分かれているので、大学から

始めても入賞できますよ(*^_^*) 



～Q&A～ 
１．オフはあるの？ 

  7 月中旬～9 月中旬、12 月中旬～2 月中旬がオフで、もちろん帰省も       

可能ですよ！！また、テストの 1 か月前程にはオフになるので、学業の差支えに

なることもありません！！ 

２．今までずっと帰宅部でした・・・ 

  全然問題ありません！！むしろ大歓迎です！！帰宅部だった部員も何人も   

いますし、中には中高と体育会系の部活に所属していなくても全日本学生大会で    

入賞した部員もいます！！ 

３．教員免許取りたいんだけど・・・ 

  取ることは可能です！！大学院に進学する人もいます！！また、教員免許に  

関しても、毎年両立に励んでいる部員はいますし、教育実習による欠席も    

考慮します！！また、もちろんのことですが、学生たるもの本分は学業であり、     

授業などでの練習の欠席も考慮します！！ 

４．体育会って飲まされるんじゃないの？？ 

  大丈夫です！！我が部では、コンプライアンスを遵守しており、未成年者に   

飲ませることは絶対になく、また成年者も楽しく飲酒しています！！ 

５．体育会って上下関係が厳しいんじゃないの？？ 

  体育会ですのでもちろんある程度の上下関係は存在していますが、オンオフの  

切り替えはしっかりしており、部員の仲はとてもいいです！！また、社会で使える

礼儀作法も身につくので、将来役に立つこと間違いなしです！！ 

６．どんな練習しているの？？ 

  剛法（突き蹴り）や柔法（投げ技・固め技など）、演武、運用法の練習をします！！

詳しくは体験練習に来てください！！それぞれの体力に応じた練習をしている 

ので、体力に自信のない人も心配要りません！！また、どんな練習をしているか

気になる新入生の保護者の方に向けた保護者会も毎年開催しているので、   

お子さんがやっていることを見てみてください！！ 



７．いつ練習しているの？？ 

  週 4 回（平日３回＋土曜日）練習を行っており、土曜日には部のＯＢである監督・   

コーチに道場に来ていただいて更なる技術向上に努めています！！また、校地間

の移動については、両校地間で無料のシャトルバスが運行しており、校地間の  

交通費の心配は必要ありません！京田辺には専有の道場がキャンパス内の   

真誠館というところにあり、優遇された環境で練習することができます。今出川

では継志館や育真館といった施設を借りて練習に励んでいます！！また、授業の

関係で練習に出ることができないという状況がもちろんのことながらあると   

思います！なので、授業でどうしても出席できない場合のみ、平日に１回     

休むことを認めています！ 

８．お金はどれぐらいかかるの？？ 

  年にもよりますが、大体１か月あたり１万２千円程度です！！この金額は     

体育会の中では突出して安い金額です！！月によっては、それ以上の出費が  

かかることもありますが、シーズン中の練習が休みの３日間やシーズンオフには 

アルバイト可能なので、そこでカバーできます！！                   

９. サークルとの掛け持ちはできるの？？                          

週に３日あるオフや、オフシーズンを利用してのサークル活動は可能です！！  

ただし、練習日にサークル活動で欠席することはできません。 

10. 同志社女子大学でも入れるの？？                            

入れます！！過去には、同志社女子大学から入部して活躍されたＯＧの方も 

います！！この部は女子も多くいるので、気兼ねなく入れますよ！！                                                  

 

また、何か質問等ありましたら、以下に貼ってある新歓メールアドレスまで      

気軽に質問してきてください！！他にもＨＰやＰＶやＴｗｉｔｔｅｒのアカウントを         

張っているので、興味があればアクセスしてきてください！！ 

同志社大学体育会少林寺拳法部 HP  →  http://dshorinji.com/index.html 

新歓用メールアドレス       →  dshorinji.shinkan@gmail.com  

同志社大学体育会少林寺拳法部 PV  →  

Twitter アカウント       →  ＠D_shorinjikempo      

http://dshorinji.com/index.html


～最後に～ 
この HP を最後まで読んでいただきありがとうございました！！この HP は入部を 

考えたくれた新入生やその保護者の方々、その他色々な人に見てもらったと      

思いますが、絶対に言い切れることが一つあります！それは、入部して後悔はしない

ということです！！たった 4 年間の大学生活の中で、かけがえのない時間になること

間違いなしです！！人間的にも肉体的にも一回り二回り大きくなることでしょう！！

また、下に京田辺にある専有道場の真誠館と、今出川の練習場所である育真館と 

継志館の場所を貼っておきますので、参考にしてみてください！！ 

 

部活で汗を流せるのは今しかない（炎∀炎)  

少林寺拳法部に入って一緒にかけがえのない 

仲間たちと青春してみないか！？ 

     道場で待ってるぜ( ｀―´)ノ 


