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日本体育測定評価学会 2020年度 第３回理事会 議事録 

 

日 時：2021 年 2 月 27 日（土曜日） 16:03～18:05 

場 所：Web 会議システム(Zoom)各自のオフィス等から参加 

出席者：稲垣(会長)，村瀬，太田，武藤(副会長)，池上，酒井(監事)， 

長澤(理事長)，佐藤進，山次(副理事長)，石井，石原，大藏，春日，北林，坂井，佐藤敏， 

鈴木，高橋，中田由，中谷，中田征，中野，萩，林，松浦，松田，宮口，村山，涌井(理事) 

川端(評議員)※ 

書面出席者：小林(理事) 

欠席者：なし 

※：学会大会事務局としてオブザーバー出席 

 

＜定足数の確認＞ 

議長(長澤理事長)が出席者と書面出席者による委任状の合計が定足数を満たしていることを報告し，開会

を宣言した．なお，今回は Web 会議室管理のため学会大会事務局である川端評議員もオブザーバー出席す

ることの確認がなされた． 

＜会長挨拶＞ 

稲垣会長より，開会の挨拶があった． 

＜議事録署名人の選出＞ 

議長が議事録署名人に中田由理事と高橋理事を指名したい旨を発言し，一同に承認された． 

 

議 題： 

Ⅰ．協議事項 

１．常任理事の辞任について 

   長澤理事長より，2 名(出村名誉会長，稲垣会長)の常任理事が辞任される旨の報告があり，村瀬副

会長から出村名誉会長についての理由説明がなされ，稲垣会長については本人から説明がなされ，

審議の結果，承認された． 

２．総会における審議事項および報告事項(案) 

1) 2021 年度事業(案)について，長澤理事長より総会資料 6(案)に基づき説明があり，審議の結果，

原案が承認された． 

2) 2021 年度予算(案)について，長澤理事長より総会資料 7(案)に基づき説明があり，春日理事より

「理事会・評議員会費が計上されているが，次年度の理事会は今年度のような Zoom を利用した

オンライン会議を行わないのか」と質問があり，長澤理事長より「基本的には今年度と同様，オ

ンライン会議を計画しているが，次年度に関しては新理事会での確認が必要である．また，理事

会・評議員会費を 0にすると緊急に対面で開催しなければならないときなどに対応できないため，

ある程度計上しておかなければならない．」と回答がなされた．審議の結果，原案が承認された． 

3) 2021・2022 年度学会役員および委員会構成(案)について，長澤理事長より総会資料 9 および

10(案)に基づき説明があり，審議の結果，原案が承認された． 

4) 2020 年度学会賞・奨励賞(案)，中田征学会賞選考委員長より総会資料 8(案)に基づき説明があり，

審議の結果，原案が承認された． 

5) 2020年度功労賞(案)について，長澤理事長より総会資料 8(案)に基づき説明があり，審議の結果，

原案が承認された． 

6) 名誉会員〔2021 年 4 月 1 日付〕(案) について，長澤理事長より総会資料 8(案)に基づき，日本

体育学会の推薦状況は「該当者なし」との説明がなされ，審議の結果，原案が承認された． 



 2 / 4 

 

7) その他(報告事項の資料確認など)として，大藏研究推進・研究助成委員長より，総会資料 8(案)

に基づき研究助成事業報告の説明があり，審議の結果，承認された． 

３．2021 年度研究助成募集要項(案) について，大藏研究推進・研究助成委員長より資料Ａ①～③に基

づき説明があり，村瀬副会長より「新理事会発足に伴い事務局が変更になるが，どのように対応す

るのか」と質問があり，長澤理事長より「3 月までは現在の事務局，4 月からは新事務局とした並

列表記した案内にしてはどうか」と提案があり，大藏研究推進・研究助成委員長もそのように対応

すると返答があった．稲垣会長(学会事務局長)より，「研究助成の申請方法を郵送・メールからメ

ールのみに切り替えてはどうか」との意見があり，大藏研究推進・研究助成委員長より「今後検討

する」との回答があり，審議の結果，承認された． 

４．日本体育測定評価学会第 21 回大会について，宮口学会大会委員長より資料Ｂに基づき説明があり，

山次学会大会副委員長より「現在は，2022 年 2 月末から 3 月上旬に開催予定で，会場は東京方面

を検討中であるが，コロナの影響によりオンライン開催も踏まえ，継続的に検討する．」と補足説

明がなされた．太田副会長から「もし，会場が必要になった場合，武蔵丘短期大学(埼玉県)はコロ

ナ対策も十分であるため，ご利用頂いても構わない」と意見が出された．審議の結果，原案が承認

された． 

５．日本体育・スポーツ・健康学会第 71 回大会専門領域キーノートレクチャー企画等について，山次

学会大会副委員長より資料 B および資料 G に基づき説明があり，日本体育・スポーツ・健康学会第

71 回大会本部からオンライン開催に伴う運営に関するアンケートがあり，「専門領域別の研究発表

形式はポスター発表のみとする，キーノートレクチャーは実施しない，統計相談は実施しない」と

回答する旨の説明がなされた．中田由理事より，日本体育・スポーツ・健康学会の本部としての現

状および今後の方向性の補足説明がなされた．また，「一般発表は発表者が専門領域を希望しても

内容によってはテーマ別発表に移動する計画であり，測定評価専門領域での一般発表は減少する可

能性がある」と説明があった．山次将来検討委員長より，「そのような場合，専門領域での優秀発

表表彰が実施できない可能性がある．将来検討委員会で専門領域での優秀発表について検討する必

要がある．」と発言があった．審議の結果，原案が承認された． 

６．本学会の名誉会員推薦の手続きについて，長澤理事長より資料 C①～③に基づき説明があり，本学

会の名誉会員に関する内規に則り，今後手続きするとの説明がなされた．資料 C②に基づき 2022

年度は理事会推薦ありの該当者はなし，理事会推薦なし(基準を満たしていない)の該当者が 2 名と

説明がなされた．審議の結果，原案が承認され，基準を満たしていないので，測定評価専門領域か

らは名誉会員には推薦はしないこととなった． 

７．次期学会事務局について，長澤理事長より総会資料 8 に基づき説明があり，次期事務局は，坂井理

事の所属である名古屋学院大学 スポーツ健康学部 坂井智明研究室内(〒480-1298 愛知県瀬戸市

上品野町 1350)に変更されると説明がなされた．審議の結果，原案が承認された． 

 

Ⅱ．報告事項 

１．学会事務局報告 

1) 稲垣会長より，2021 年度の会員数は 270 名程度であると報告があった． 

2) 稲垣会長より，第 1 回日本体育学会若手の会セミナーの開催（体育学会）の案内を本学会ホーム

ページに掲載したとの報告があった． 

3) 稲垣会長より，学術連合による日学総会決議文支持声明文の公表について，理事会で意見を集約

し，日本スポーツ体育健康科学学術連合へ回答を送付したとの報告があった． 

4) 稲垣会長より，内閣府日本学術会議からの令和 2 年度日本学術会議協力学術研究団体の実態調査

について，学会ホームページの URL 変更に関連する事項のみ更新したと報告があった． 

5) 稲垣会長より，日本スポーツ体育健康科学学術連合の日本オリンピックミュージアム企画展につ
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いての案内を本学会ホームページに掲載したとの報告があった．  

6) 稲垣会長より，日本体育・スポーツ・健康学会第 71 回大会の専門領域別発表コードおよび連絡先

について，宮口学会大会委員長に確認し，変更なしであることを日本体育・スポーツ・健康学会

第 71 回大会事務局に回答したとの報告があった． 

 

２．各委員会報告 

1) 庶務委員会(報告なし) 

2)編集委員会 

佐藤進編集委員長より，資料 D に基づき，論文審査状況，英文機関誌アクセス件数，和文機関誌

第 20 巻編集状況，和文機関誌掲載広告募集結果，学会大会「優秀発表」選考等について報告があ

った．  

3)学会大会委員会 

宮口学会大会委員長より，日本体育測定評価学会第 20 回大会の発表演題数は 52 演題※との報告が

あり，オンライン開催に伴い，シンポジムの内容が変更されたと報告があった．また，今回，シン

ポジウムを依頼していた本学会の初代会長の波多野義郎先生(現学会顧問)が瑞宝中綬章を受章さ

れ，本学会から「九谷焼きの香炉」を贈呈したと報告があった． 

(※：52 演題の発表予定であったが，最終的に 1 件発表取り下げがあり，最終的に 51 演題) 

4)研究推進委員会・研究助成委員会 

大藏研究推進・研究助成委員長より，資料Ａ①および総会資料 8 に基づき，2019 年度研究助成報

告書の審査結果と事業の報告義務についての確認，2020 年度研究助成事業の報告があった． 

5)渉外委員会(報告なし) 

6)ホームページ委員会(報告なし) 

7)将来検討委員会 

山次将来検討委員長より，日本体育・スポーツ・健康学会第 71 回大会における優秀発表に関して，

継続審議事項とすると報告があった． 

8)倫理委員会 

佐藤敏委員長より，現在，申請件数は 1件であり，委員会で承認されたとの報告があった． 

 

３．その他 

  1)2021・2022 年度体育学会選考委員会(学会賞および浅田学術奨励賞)委員候補者の推薦について，中

田征学会賞選考委員長より，坂井理事を推薦したとの報告があった． 

2)2021・2022 年度体育学会機関誌編集委員会(体育学研究および IJSHS)委員候補者の推薦について，

佐藤進編集委員長より，和文誌(体育学研究)に 2 名(涌井理事，松田理事)，英文誌(IJSHS)に 2 名(中

田由理事，坂井理事)を推薦したとの報告があった． 

3)会長補佐等の分掌事項に関する進捗状況について，資料 F に基づき中谷理事から報告があり，他の

各担当理事からも進捗状況の報告があった． 

  4)日本体育学会の応用領域部会について，部会に参加している春日理事，中野理事より，これまでの

部会内容の報告があった． 

  5)村瀬副会長の提案により，今回の理事会で退任される池上監事と稲垣会長から，退任のご挨拶があ

った． 

 

〔事前配布資料〕 

 総会資料(案) 総会次第および総会資料【当日配布・ファイル共有】 

 資料Ａ①   研究推進委員会・研究助成委員会 理事会資料 
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 資料Ａ②   2020 年度 研究助成募集要項(案) 

 資料Ａ③   2020 年度 研究助成募集案内(案) 

 資料Ｂ    学会大会委員会 理事会資料 

 資料Ｃ①，② 日本体育学会 名誉会員の推薦に関する資料 

 資料Ｃ③   名誉会員に関する内規 

 資料Ｄ    編集委員会 理事会資料 

 資料Ｅ    学会賞選考委員会 理事会資料 

 資料Ｆ    企業との連携について 

 

〔追加配布資料〕 

 資料Ｇ    第 71 回大会の運営に関するアンケートのお願い（学会大会委員会関係） 

 

 

以上で，議事を終了し，以って散会とした． 

 

この議事録が適正に作成されていることを認めます． 

 

 

 

議事録承認 2021 年 3 月 5 日 

 

 

    議事録署名人 中 田   由 夫  ㊞ 

 

 

    議事録署名人 高 橋   信 二  ㊞ 

 

 

                  議   長 長 澤   吉 則  ㊞ 

 

以上 

 

〔※平成25年度第1回理事会議事録から，学会ホームページ公表用議事録には議事録署名人および議長の

直筆署名と印は示さず，署名捺印された書類は学会事務局で保管することになりました．〕 

 

 


