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　日体大のキャンパスに建つ慰霊碑は、学徒動員の犠
牲者たちの鎮魂目的で昭和33年に建立された。本学は、
その碑に生花を毎日、欠かすことなく供えることを忘れ
ない。
　「平和」の尊さを旗印に、オリンピック・ムーブメン
トを普及・定着させる大学教育の実績は、燦然と輝き、
125年の歳月を織ってきた。国民の体力、健康維持・増
進のために果たしてきた役割は評価されていいだろう。
　「富国強兵」策の明治政府の期待に応えて以来、つねに
時の政府の政策遂行に貢献してきた日体大の歴史は、あ
らゆる教育の場に人材を送り続けてきた特徴をもつ。単
科大学でありながら、その存在感を示し得たのは、卒業
生たちが真摯に教育活動に取り組んでくれたからに他な
らない。
　かかる伝統は継承され今日に至るが、現在の日体大は
「からだにまつわる文化と科学の総合大学」へと進化して
いる。「医療も日体大のフィールド」と捉え、保健医療学
部も設置されている。
　2020年のオリンピック・パラリンピック開催を受け、
来春より網走市に日体大附属高等支援学校を開校する。
すべての人たちに体育・スポーツ活動を楽しんでいただ
き、スポーツ立国の建設に寄与したいと考える。
　世に魁て日体大は前進する。８万有余の卒業生ばかり
か、国民に愛され信頼される高等教育機関でなければな
らないと自戒する。
　日体大の挑戦は、これからスタートを切る。

　学校法人日本体育大学は日本体育会として1891年8月に
産声を上げ、1893年3月に日本体育大学の前身（日本体育
会体操練習所）を開設して体育教員養成に本格的に着手
し、大学とともに歴史と伝統を刻んで、現在にいたります。
　この間、「体育富強之基」をスローガンに掲げて国の期
待を一身に浴びながら青少年の体位・体力の向上のため
の事業や体育スポーツ振興の事業を担い、1900年には
日本で最初にIOCが主催する会議に出席、1906年にギリ
シャのアテネで開催の中間オリンピックへの選手派遣の
依頼を受けています。爾来、オリンピックとの関係を結
びながら、大学を大きく発展させてきました。
　1949年４月から新制大学として新たな歴史を刻むこと
になった日本体育大学は体育学部を通して学校体育教員
を養成、卒業生たちは運動部を拠点にして日本を代表す
るアスリートを数多く育成しています。1964年10月の
東京オリンピックは本学を日本のスポーツ振興を担う大
学に成長させる契機となっています。
　また1953年4月に女子の高等教育の受け皿として女子
短期大学が開設され、2012年4月からはその短大を発展
的に解消して男女共学の「児童スポーツ教育学部」が、そ
の翌年には「保健医療学部」が増設されています。
　21世紀を迎えてから、学校法人は大学を中軸にして法人
が設置する諸機関（高校、中学、幼稚園、専門学校等）の
改革を積極的に図るとともに、相互の連携を図って、揺る
ぎない一大学園を築き、125周年を迎えて新たなステージ
に立とうとしています。
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博士前期課程（修士）

児童スポーツ教育学部  児童スポーツ教育学科
保健医療学部  整復医療学科／救急医療学科

スポーツ文化学部（予定）　武道教育学科/スポーツ国際学科

博士後期課程（博士）
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女子部
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日本体育大学女子短期大学
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保　育　科

体　育　科 日本体育大学女子
短期大学部に改称

幼児教育保育科
専攻科保育専攻

● 1891年（明治24年）
日高藤吉郎、東京市
牛込区に体育会を創立

● 1892年（明治25年）
体育会を日本体育会に改称

● 1893年（明治26年）
日本体育会体操練習所を
東京市麹町区に設置

● 1898年（明治31年）
閑院宮載仁親王を総裁に推戴

● 1899年（明治32年）
女子（遊戯）部を設置

● 1900年（明治33年）
体操練習所及び
模範体操所を牛が淵に移転
体操練習所を
日本体育会体操学校と改称

● 1901年（明治34年）
日本体育会を社団法人組織に改組

● 1903年（明治36年）
体操学校に女子部を開設

● 1904年（明治37年）
日本体育会及び
体操学校男子部を大井に移転

● 1926年（大正15年）
日体独自の応援スタイル
「エッサッサ」完成
（考案者：平井一）

● 1937年（昭和12年）
日本体育会及び
体操学校男子部を
深沢（現在地）に移転

日本体育会体操学校キャンパス全景（大井時代  昭和10年）

日体名物エッサッサ

牛が淵の日本体育会前景

日本体育会創設者  日高 藤吉郎

日本体育専門学校校門（深沢  昭和19年）
空から見た深沢キャンパス（昭和33年）

● 1940年（昭和15年）
社団法人を解散、
財団法人日本体育会に
組織変更

● 1941年（昭和16年）
日本体育専門学校を開校
(体操学校からの昇格)

● 1946年（昭和21年）
日本体育専門学校を土浦に移転

● 1949年（昭和24年）
日本体育大学
体育学部体育学科を開設

● 1951年（昭和26年）
財団法人日本体育会から
学校法人日本体育会へ
組織変更
日本体育大学が土浦から
深沢へ全面復帰

● 1953年（昭和28年）
日本体育大学
女子短期大学体育科を開設

● 1954年（昭和29年）
第１回体育研究発表実演会を
東京都体育館で開催

● 1960年（昭和35年）
日体保育科(保母養成施設)を
大学内に開設

● 1962年（昭和37年）
日本体育大学
体育学部健康学科を開設

● 1963年（昭和38年）
日本体育大学
女子短期大学保育科を開設

● 1965年（昭和40年）
日本体育大学
体育学部武道学科を開設

● 1971年（昭和46年）
日本体育大学
体育専攻科を開設
健志台グラウンド開きを行う

● 1972年（昭和47年）
学校法人日本体育会・
日本体育大学
創立八十周年記念式典を挙行

● 1975年（昭和50年）
日本体育大学
体育学部社会体育学科を開設
大学院体育学
研究科修士課程を開設

● 1981年（昭和56年）
「日本（にほん）体育大学」から
「日本（にっぽん）体育大学」へ
呼称変更

● 1991年（平成3年）
学校法人日本体育会
創立百周年記念式典を挙行
（於：日本武道館）

● 1996年（平成8年）
大学の英文表記を
「NIPPON SPORT SCIENCE 
UNIVERSITY 」に変更

● 1998年（平成10年）
大学院体育科学研究科
体育科学専攻博士(前期・後期)
課程を開設

● 2005年（平成17年）
日本体育大学女子短期大学を
日本体育大学女子短期大学部に
名称変更

● 2006年（平成18年）
日本体育大学
女子短期大学部保育科を
日本体育大学女子短期大学部
幼児教育保育科に名称変更
日本体育大学女子短期大学部に
専攻科保育専攻を開設

● 2012年（平成24年）
学校法人日本体育会を
学校法人日本体育大学に
名称変更
東京・世田谷キャンパス
竣工記念式典を挙行

● 2013年（平成25年）
日本体育大学
児童スポーツ教育学部を開設

● 2014年（平成26年）
日本体育大学
保健医療学部を開設

● 2016年（平成28年）
日本体育大学
125周年記念式典を挙行

● 2017年（平成29年）
日本体育大学スポーツ文化学部
（武道教育学科、
スポーツ国際学科）を
開設予定 

創立百周年式典　皇太子様がご台臨

学校法人
日本体育

大学

125周年
記念誌

学校法人日本体育大学
125周年記念誌が
現在編纂されています。
【主なコンテンツ】
巻頭特集：日体大とオリンピック
Ⅰ部：通史
Ⅱ部：日体大のアイデンティティ
Ⅲ部：世界に羽ばたく日体大
Ⅳ部：日体大の現在

2016年7月発行予定。


