
日本体育測定評価学会 平成 22年 度 第3回 理事会 議事録

日 時 :平成 23年 2月 26日 (上)15:24～ 17:03

場 所 :石川県政記念 し いのき迎賓館  3階  セ ミナールームB

出席者 :出村 (会長),片 尾,大 内 (副会長),岩 下 (監事),村 瀬智 (理事長),稲 垣,太 田 (副理事

長),佐 藤,山 次,中 田,萩 ,長 澤,武 藤,村 瀬訓,中 谷,北 林,宮 日 (理事)

書面出席者 :山田,西 鳴〕吉儀,小 林,大 蔵 (理事)

欠席者 :宮崎 (監事)

(定足数の確認〉

議長が予定開催時刻前であったが出席予定者の出席を確認 し,書 面出席者による委任状との合計が

定足数を満たしていることを報告 し,予 定開催時刻前に開会を宣言した

く会長挨拶〉

出村会長から開会の挨拶があつた

く議事録署名人選出)

議長が議事録署名人に萩理事と山次理事を指名 したい旨を発言 し,一 同に承認された

I 協 議事項

1 総 会の審議事項および報告事項(案)の確認

1)平成22年度学会賞 ・奨励賞(案)について,武 藤学会賞選考委員長より資料D(当 日配布)およ

び総会資料 8に 基づき説明があり,原 案が承認された

なお,各 賞の受貨者と論文掲載誌 ・巻号は以下の通 りである

「学会賞」 :中谷敏昭先生(天理大学)「体育測定評価研究(第9巻 )J掲 載論文

「奨励賞」 :大場 渉 先生(沖縄大学)「Human Perforllance Measurement(Vol.6)」掲載論文

2)平成23年度事業(案)について,村 瀬智理事長より総会資料 6に 基づき説明があり,平 成22年度

事業計画立案の基本方針と各事業の説明がなされ,審 議の結果,原 案が承認 された

3)平成23年度予算(案)について,村 瀬管理事長より総会資料 7に 基づき,予 算編成方針 (会員数

の推移 と会費収入の見込み,分 科会企画 「優秀発表」の賞状作成に必要な経費の計上など)およ

び具体的な金額の説明がなされ,審 議の結果,原 案が承認 された

4)常任理事設置関連規定(最終案)について,出村会長および村瀬智理事長よりE理 事会で出され

た意見を反映 した最終案(総会資料 9)の説明がなされた後,審 議がなされ学会役員選出に関す

る規定(改正案)と新規作成の常任理事規定(案)との整合性を保つよう文言を修正 し,ま た一部

資料に誤 りがあつた日付を訂正 して総会に提案することが承認 された

5)総会における報告事項および審議事項の資料について,村瀬管理事長より総会資料(案)につい

て順に説明と確認がなされ,審 議の結果,原 案が承認 された ま た,平 成22年度 日本体育測定
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評価学会会計中間報告について,武 藤会計担当理事より総会資料5に基づき見込額も含めて説

明があり,審 議の結果,原 案が承認された。

2 平 成23年度日本体育測定評価学会第11回大会について

村瀬訓学会大会委員長より資料Aに 基づき説明があり,第11回大会は日本医科大学新丸子校舎に

おいて平成24年2月26日(日曜日)に開催することが承認された。

3 平 成 23年度日本体育学会第 62回大会測定評価専門分科会企画について

村瀬副学会大会委員長より資料Aに 基づき説明があり,審 議の結果,鹿 屋体育大学で開催され

る次回大会に関して,参 加者数 ・発表演題数 ・利用可能教室数など不確定な要素があることが

報告されたため,シ ンポジウムは2件企画する予定とするが,優 先順位を付けることとして,

「統計関連」に関する内容を優先順位 1位,次 に 「競技スポーツ現場」に関する内容を優先順

位 2位 とすることで原案が承認された。また,「 統計関連」については佐藤理事,「 競技スポ

ーツ現場」については宮日理事が担当責任者になることが確認された

4 平 成 23年度研究助成募集要項(案)に ついて

長澤研究推進 ・研究助成委員長より資料Bお よび資料B① に基づき説明があり,審 議の結果,

平成 23年度研究助成募集要項(案)が承認された

5 平 成 23年度研究助成申請書(案)について

長澤研究推進 ・研究助成委員長より資料Bお よび資料B② に基づき生年月日や入会時期を示す

欄を追カロする等の変更点について説明があり,審 議の結果,原 案が承認された

6 測 定評価専門分科会企画 「優秀発表J選 考規程および申し合わせ事項について

佐藤将来検討委員より,資 料Cに 基づき説明があり,「優秀発表」選考規程および申し合わせ

事項の内容を確認し,審 議の結果,原 案が承認された

7 平 成24年度日本体育測定評価学会第12回大会について

村瀬訓学会大会委員長より資料Aに 基づき説明があり,早期から開催地を確保できることは望ま

しいため,第 12回大会は湘南とつかYMCAに おいてに開催することが提案され承認された

なお,岩 下監事から湘南とつかYMCAと の協賛開催にしてほしいとの要望が出された

I 報 告事項

1.学 会事務局報告 (日本体育学会一般法人移行について,会 員数など)

太田Bl理事長(学会事務局長)より,会 議資料に基づき, 日本体育学会一般法人移行により会計
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報告の形式を日本体育学会に合わせる必要があり,分 科会会長などは日本体育学会の理事会を

通 して決定される必要があることなどの報告があった

各委員会報告

1)庶務委員会 (報告なし)

2)編集委員会

村瀬智委員長より,資 料E(当 日配布)に基づき,論 文投稿および審査状況,オ ンラインジャー

ナルのアクセス件数,和 文機関誌第 10巻編集状況,和 文機関誌掲載広告募集結果,第 10回記

念大会 「優秀発表J選 考および非学会員査読者への謝ネL支払いについて報告があつた

3)学会大会委員会

村瀬諏委員長より,資 料Aに 基づき, 日本体育測定評価学会第 10回記念大会のスケジュール と

予定発表演題数などについて報告があった

4)研究推進委員会 ・研究助成委員会

長澤委員長より,資 料Bに 基づき,平 成 21年度研究助成事業の報告義務についてと平成 22年

度研究助成事業の報告について報告があつた。

5)渉外委員会 (報告なし)

6)ホームページ管理委員会(報告なし)

7)将来検討委員会

山次委員より,当 日配布資料に基づき,測 定評価専門分科会のシンポジウムに関するアンケー

ト結果,統 計相談に関するアンケー ト結果について報告があった。また,稲 垣委員長より,当

日配布資料に基づき,平 成 22年 度の統計相談の質問内容や指導内容について報告があつた

稲垣基鼻長より,今 後,学 会でのプロジェク ト研究,学 会のシンボルマーク作成,体 力 ・運動

能カテス ト(文部科学省)の評価業務の受託などを検討 していきたいとの報告があつた

その他

太田副理事長(学会事務局長)より,本 学会から推薦 したミズノスポーツ振興財団の助成が不採

用であつたことと,学 会の入退会の手続きについては,学 会事務局ではなく日本体育学会事務

局へ連絡 して手続きすることをホームページで案内してほしいとの報告があった

〔資料(事前配布)〕

資料A  学 会大会委員会関係資料

資料B  研 究推進委員会 ・研究助成委員会関係資料

資料B①  平 成 23年度研究助成募集要項(案)

つ
０
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資料B②  日 本体育測定評価学会研究助成申請書(案)

資料C  日 本体育学会測定評価専門分科会企画 「優秀発表」選考規程および申し合わせ事項

〔資料(当日配布)〕

総会資料(案)総 会次第および総会資料 1～ 9

資料D 平 成 22年度学会賞および奨励賞の選考結果(学会賞選考委員会案)

資料E 機 関誌編集委員会関係資料

資料  測 定評価分科会シンポジウム1「大学体育に活かす測定評価」に関するアンケー ト結果

資料  測 定評価分科会シンポジウム2「 卒治指導のための統計指導」に関するアンケー ト結果

資料  測 定評価分科会シンポジウム共通質問項目

資料  統 計相談アンケー ト集計結果

資料  平 成 22年度統計相談 (中京大学,9/10)の 実績

以上で,議 事を終了し,以 つて散会 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 平成23年3月7日

ヽ

議事録署名人
 ム 〃《 ィ食ヱ浄理)

議事録署名人
旅 務 久

翁

議 長 I~T審ガンノ多の
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以 上




