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日本体育測定評価学会 2021 年度 第３回理事会議事録 

 

日 時：2022 年 3 月 4 日（金曜日）16:00～17:53 

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：村瀬（会長），宮口，武藤，長澤（副会長），太田（監事），山次（理事長），佐藤進，中谷（副理

事長），石井，石原，春日，久保田，小林，坂井，佐藤敏，鈴木，高橋，中田由，中田征，野口，

萩，林，松田，村山，山田，涌井（理事） 

書面出席者：大藏，北林（理事） 

欠席者：酒井（監事），國土（理事） 

議事記録者：久保田理事 

 

・定足数の確認 

議長（山次理事長）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． 

・会長挨拶 

村瀬会長より，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春日理事と松田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．総会における審議事項および報告事項(案) に関する確認 

1)2022 年度事業(案)について，山次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)2022 年度予算(案)について，山次理事長および涌井庶務委員長より総会資料 7（案）に基づき説

明があり，審議の結果，原案が承認された． 

3)2021 年度学会賞・奨励賞(案)について，小林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，学会賞は対象者なし，奨励賞は候補者が提案され，承認された． 

4)2021 年度功労賞(案) について，山次理事長より総会資料 8(案)に基づき説明があり，今年度の

該当者はなしという提案があり，原案が承認された. 

5)名誉会員〔2022 年 4 月 1 日付〕について，山次理事長より総会資料 8(案)に基づき説明があり，

今年度の該当者はなしという提案があり，原案が承認された. 

6)(一社）日本体育・スポーツ・健康学会への学会名称変更に伴う会則，規定などの文言修正につ

いて，山次理事長より総会資料 9(案)に基づき説明があり，承認された．総会で認められた後に

学会ホームページに掲載することが確認された． 

7)その他(報告事項の資料確認など) 

山次理事長より総会での報告担当者が確認された． 

 

２．2022 年度研究助成募集要項(案)について 

萩研究助成委員長より〔資料 A①，資料 A②，資料 A③〕に基づいて説明がなされ，承認された． 

 

３．日本体育・スポーツ・健康学会第 72 回大会専門領域企画（案）について 

中谷学会大会委員長より〔資料 B①，資料 B②〕に基づいて説明があり，提案がなされた．審議の

結果，開催方式が未定であることから対面形式を前提に原案を引き続き検討することとなった．キ
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ーノートレクチャーのテーマとして，マルチレベル分析，測定誤差の二つが提案されたが，第 2 回

理事会にて波多野先生の記念講演を企画されていたので，それに関する意見が出された．記念講演

（太田監事との対談形式）は 40 分程度を想定し，波多野先生のご意向を伺うこととなった．鈴木

理事より，3 日目のランチにランチョンセミナー開催の要望があり，スポンサーが付けばその時間

帯も可能であることが説明された．記念講演の開催方法については引き続き検討していくこととな

った．また，統計相談についてはスケジュール的にタイトとなることから開催が難しいとの意見が

だされた．  

 

４．機関誌紙媒体の廃止について 

体育測定評価学研究のオンライン化や早期公開などの検討に伴う紙媒体の廃止について，中田由編

集委員長より資料 C に基づき説明がなされた．紙媒体は来年度または再来年度を目途に廃止する方

向で承認されたが，その前に会員メーリングリストを通じて紙媒体を希望する会員数を調査するこ

ととした．山次理事長から特集記事の内容についても編集委員会で検討するよう依頼があった．村

瀬会長より，会員のメリットとして，例えば特集は会員しか閲覧できないシステムなどは可能かと

いう質問があり，中田由編集委員長よりこれから J-stage に確認するとの回答がなされた．また，

佐藤進理事より紙媒体を廃止することで，企業からの広告料はどのように扱うか質問があり，編集

委員会では検討していなかったが，紙媒体を廃止した場合，広告収入以上を削減できること，編集

委員会の枠を超えて今後の広告の形を新たに検討する必要があるだろうとの回答がなされた．宮口

副会長から， HP 上にバナーのような形で広告を掲載することが提案された．中田由編集委員長よ

り企業に賛助会員になっていただいて，HP 上にバナー掲載するのはどうかという提案があった．

HP 上のバナー掲載や賛助会員の年会費について議論していくこととなった． 

  

５．機関誌和文誌・英文誌の一本化について 

中田由編集委員長より資料 C に基づき，現在は和文誌「体育測定評価研究(Japan Journal of Test and 

Measurement in Health and Physical Education)」と英文誌「Human Performance Measurement」

が刊行されているが，これを一本化し，雑誌名を「体育測定評価研究(Human Performance 

Measurement)」とすることが提案され，審議の結果，承認された．また，DOI に関する詳細につい

ては，J-stage と確認していくことが報告された．また，日本語論文を英文にするサービスのニー

ズについて継続して検討することとなった． 

 

６．今後の研究倫理審査について 

佐藤進倫理委員長より〔資料 D〕に基づき，現行ルールで審査を実施した場合，新しい研究倫理指

針に対応した審査ができないため，新規審査の申請の受付を一時停止するという提案がなされ，審

議の結果，承認された．また，研究倫理審査を継続すべきか否かについて，補足事項に基づき説明

がなされた．村瀬会長より，継続を前向きに考えること，一時停止をする場合は停止期間では相談・

対応窓口を設けるという提案があった．野口理事より，申請にあたってのチェックリストを掲示す

る必要があるとの意見が出された．また，会員メーリングリストを利用し，本学会での研究倫理審

査に対する会員のニーズも調査し，その調査結果を踏まえて継続して検討していくこととなった． 

 

７．2023・2024 年度理事選挙の実施について 

久保田選挙管理委員長より〔資料 F〕に基づいて，提案がなされ，審議の結果，承認された． 

 

８．本学会の名誉会員推薦の手続きについて 

山次理事長より〔資料 G①，資料 G②，参考：資料 G③〕に基づいて説明があり，審議の結果，体
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育学会から推薦された田中喜代次先生のみを推薦することとなった． 

 ９．その他 

1）中谷学会大会委員長および萩理事より，2023 年の学会大会については対面開催を前提に，東海

大学スポーツ医学研究所が主催する身体科学研究会と共催という形で行うことが提案された．日

程は，3 月 11,12 日や 2 月 25，26 日で検討している旨の説明がなされ，引き続き検討していく

こととなった． 

2）若手や学生間の交流を促す目的に，サイエンスカフェを企画していくことが提案され，進めて

いくことが承認された． 

 

Ⅱ．報告事項 

１．学会事務局報告 

1)坂井理事より，会員数について，正会員 263 名，名誉会員 13 名（2022 年 2 月 21 日現在）となっ

ていること，今年度は入会が 13 名，退会が 2 名，今年度退会予定が 3 名，昨年度の入会は 10 名，

退会が 11 名であったこと，また総会に 33 名が出席予定，97 名が書面出席であることが報告され

た．会員が逝去された場合は学会事務局までご連絡いただくよう依頼があった． 

2)日本学術会議協力学術研究団体の実態調査について 

  日本学術会議との連携を図るための実態調査への回答を行ったことが報告された．  

3)【日本体育・スポーツ・健康学会】第 72 回大会(順天堂大学)専門領域別発表コード及び連絡先に

ついて（学会大会委員会で確認後、回答）報告された． 

4)メーリングリストに関して，メールを登録されていない方が 20 名くらい，その方々を除いてメー

ルを送信すると 7 名ほどにメールが届かないことが報告された． 

 

２．各委員会報告 

1)庶務委員会（報告なし） 

2)編集委員会 

林副編集委員長より，〔資料 C〕に基づき，論文審査状況，オンラインジャーナルアクセス件数，

和文機関誌第 21 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，学会機

関誌の WEB 公開作業，受理論文の早期公開などが報告された． 

3)学会大会委員会 

中谷学会大会委員長より，〔資料 B①〕に基づいて，日本体育測定評価学会第 21 回大会の発表演

題数は 44 演題，10 セッションがあることが報告され，第 21 回大会事務局の村山理事より，学会

大会に関して説明があった． 

4)研究推進委員会・研究助成委員会 

萩研究推進・研究助成委員長より，〔資料 A①〕に基づき，2021 年度研究助成事業の報告義務の確

認をしていることが報告された. 

5)渉外委員会（報告なし） 

6)ホームページ委員会 

小林ホームページ管理委員長より，会員専用ページを作成する場合にはホームページのリニュー

アルも検討していくこと，学会 Facebook ページを公認することが報告された． 

7)将来検討委員会（報告なし） 

8)倫理委員会 (倫理審査について) 〔資料 D〕 

佐藤進倫理委員長より，１件申請があったが，申請者から取り下げがあったことが報告された． 

9)その他 
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 ３．その他（報告なし） 

 

〔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 

 資料 A②   2021 年度 研究助成募集要項(案) 

 資料 A③   2021 年度 研究助成募集案内(案) 

 資料 B①   学会大会委員会 理事会資料 

 資料 B②   日本体育・スポーツ・健康学会第 72 回大会タイムスケジュール案 

 資料 C    編集委員会 理事会資料 

 資料 D    倫理委員会 理事会資料 

 資料 E    学会賞選考委員会 理事会資料 

 資料 F①   選挙管理委員会 理事会資料 

 資料 F②   選挙管理委員会 理事選挙公示文書（案） 

 資料 G①，② 日本体育学会 名誉会員の推薦に関する資料 

 資料 G③   日本体育測定評価学会 名誉会員に関する内規 

 

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 2022 年 3 月 日 

議事録署名人 春日 晃章 印 

 

議事録署名人 松田 繁樹 印 

 

議    長 山次 俊介 印 

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.〕 


