
日本体育測定評価学会 平成 24年 度 第 3回 理事会 議事録

日 時 :平成 25年 2月 22日 (金曜 日) 16:34～ 18:01

場 所 :湘南とつかYMCA 4階 404号 室

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

石原,大 蔵,北 林,回 土,小 林,佐 藤,長 澤,中 田,中 谷,萩 ,宮 日,武 藤,村 瀬訓,山 次,

涌井(理事)

書面出席者 :西鳴,山 田(理事)

欠席者 :宮崎 (監事)

く定足数の確認〉

議長が出席者 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〉

出村会長より開会の挨拶があつた.

く議事録署名人の選出〉

議長が議事録署名人に回土理事と北林理事を指名 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)

1)日本体育学会の一般社団法人への移行に伴 う会則および規定などにおける文言修正につい

て,村 瀬智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.

2)平成 24年 度学会賞 ・奨励賞(案)について,稲 垣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,学 会賞および奨励賞各 1件 が承認された.

3)平成 25年度事業 (案)について,村瀬智理事長より総会資料 6(案 )に基づき定例事業に」―STAGE

を利用 した論文公開事業を追加 した事業 (案)の説明があり,審 議の結果,原 案が承認 された.

4)平成 25年 度予算 (案)について,村 瀬智理事長より総会資料 7(案 )に基づき,主 に平成 24年

度予算と異なる点について説明があり,特 に平成 25年 度の会員数は減少傾向を考慮 し会員数

340名の収入見込みとしたことが説明され,審 議の結果,原 案が承認 された。

5)名誉会員 〔平成 25年 4月 1日付〕(案)について,村 瀬智理事長より日本体育学会の推薦状況

に基づき,岩 下玲氏 (現監事)お よび片尾周造氏 (前副会長)を 本学会の名誉会員に推薦する

提案がなされ,審 議の結果,原 案が承認された.

6)その他として,総 会資料 (案)の報告事項の確認について,村 瀬智理事長より,そ の他の資料

とその内容について説明があり,審 議の結果,総 会資料 (案)が承認された。

2.日 本体育測定評価学会第 13回 大会の日程 (案)について,宮 口学会大会副委員長より,資 料A

に基づき説明があり,審 議の結果,開 催 日程(案)が承認 された.



3.学 会大会における共同研究者の参加費 と参加申し込みについて,村 瀬訓学会大会委員長より,

この件に関して毎年間い合わせが多く,ま た基準が明確になつていないため,資 料Aに 基づき

提案理由と見直し案が示され,審 議の結果,原 案が承認された.

4.日 本体育学会第 64回 大会専門領域シンポジウム企画(案)について,山 次学会大会副委員長よ

り,資 料Aお よび資料Cに 基づき説明があり,審 議の結果,今 後の体力測定シンポジウムの座

長の選出は学会大会委員会に一
任することとし,原 案が承認された.

5.平 成 25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B① ,

および資料B② に基づき説明があり,審 議の結果,原 案が承認された。

6.次 期学会事務局(案)および学会事務局業務の分担について,村 瀬智理事長より,は じめに次期

学会事務局の受け入れ状況に関しての経緯が説明され,現 状の学会業務すべてを受け入れられ

る機関を探すことが困難であつたことの報告があった。そのため,学 会事務局業務を分担する

ことにより次期学会事務局を受け入れていただく案が提案され,審 議の結果,次 期学会事務局

を東京理科大学に置くことおよび庶務委員会で学会事務局業務を分担することが承認された。

7.常 任理事の辞任について,村 瀬智理事長より大内常任理事 (副会長)から辞任の申し出があつた

との説明があり,審 議の結果,今 期末での常任理事の辞任が承認された。

I.報 告事項

1.学 会事務局報告

太田学会事務局長より,本 学会における会員数と日本体育学会における名誉会員 1名 〔平成 26

年 4月 1日付〕の推薦について学会事務局で推薦書を作成するとの報告があつた.

2.各 委員会報告

1)庶務委員会 (報告なし)

2)編集委員会

中谷委員長より,資 料D(追 加)の和文機関誌 「体育測定評価研究」第 12巻 の編集状況におけ

る修正箇所の説明の後,論 文審査状況,英 文機関誌アクセス件数,和 文機関誌第 12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」選考について報告があつた。

3)学会大会委員会

宮口副委員長より,日本体育測定評価学会第 12回大会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B① および総会資料 8(案 )に基づき,平 成 23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,平 成 24年度研究助成事業の報告について報告があった.

5)渉外委員会 (報告なし)

6)ホームページ管理委員会

小林委員長より,学 会ホームページ総点検結果と機関誌掲載論文一
覧の更新については新 しい

システムで対応することおよび 」―STAGE搭載の今後の予定について報告があつた。

7)将来検討委員会

稲垣委員長より,統 計相談の時間延長について,文 部科学省の体力測定データ分析に関しての

進捗状況と今後の予定などについて報告があつた。
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3,そ の他

1)村瀬智理事長より, 日本体育学会の次期機関誌編集委員候補者の推薦について報告があつた.

2)村瀬智理事長より,日本体育学会理事会による緊急声明 「運動部における体罰根絶への提言」

について説明があり,今後関連する意見や提案は理事長まで連絡してほしいとの報告があつた。

3)岩下監事より,正 会員と名誉会員の区別に関する確認の意見が出された。本学会では名誉会

員も会員として考え,岩 下監事に来期も監事をお願いすることを理事会として確認 した。

4)出村会長より,近 年,学 術雑誌への投稿において倫理委員会での研究計画の承認が必要であ

るが,学 会員の所属機関に倫理委員会が設置されていない組織も多いため,本 学会に倫理委員

会を設置して研究計画を承認できるようにすべきであるとの提案がなされた。

〔事前配布資料〕

資料A  学 会大会委員会 理事会資料

資料B①  研 究推進委員会 ・研究助成委員会 理事会資料

資料B②  平 成 25年度 研究助成募集要項 (案)

資料C  測 定評価専門領域 (分科会)企画シンポジウム アンケー ト結果

〔当日配布資料〕

総会資料 (案)総 会次第および総会資料

資料D  編 集委員会 理事会資料

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25年9月 '日

議 長 柄カメ才ノヶΩ

諄 録署名人
源 ホ 派 〔T羊
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以 上


