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日本体育測定評価学会 平成 29年度 第３回理事会 議事録 

 

 

日 時：平成 30年 3月 3日(土曜日)  10:00～11:30 

場 所：愛知大学名古屋校舎 講義棟７階 Ｌ７０２ 

出席者：稲垣(会長)，村瀬，太田(副会長)，池上(監事)，  

長澤(理事長)，佐藤進，山次(副理事長)，石原，大藏，北林，木塚，國土，小林，坂井， 

佐藤敏，鈴木，中田由，中谷，中田征，萩，林，松浦，宮口，涌井(理事) 

書面出席者：武藤(副会長)，酒井(監事)，田中，高橋，山田(理事) 

欠席者：なし 

 

＜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． 

＜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山次理事と涌井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) 平成 29 年度学会賞・奨励賞(案)について，中田征学会賞選考委員長より総会資料８(案)

および資料Ｇに基づき説明があり，審議の結果，原案どおり奨励賞１編が承認された． 

2) 平成 30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． 

3) 平成 30 年度予算(案)について，長澤理事長より総会資料５・７(案)に基づき，平成 29

年度と同一の会費収入を想定した上で今年度予算案が提案され，審議の結果，原案が承

認された．また，太田理事より，前年度繰越金を収入に入れない書式で示されている現

行の予算(案)について，昨年度から改変を求めていることに対する状況確認がなされた．

長澤理事長より，関係委員と相談の上，次年度以降改善できるよう検討を進めるとの回

答がなされた． 

4) 名誉会員〔平成 30 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に基づく渡部鐐二氏の本学会名誉会員としての推薦を本

人の承諾を確認した上で行う旨提案がなされ，審議の結果，原案が承認された． 

5) その他(報告事項の資料確認など)として，長澤理事長より，総会資料(案)の報告事項お

よびその他の総会資料(案)の確認について説明があり，審議の結果，総会資料(案)の原

案が承認された． 

２．平成 30年度研究助成募集要項(案)および案内(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，審議の結果，原案が承認された． 
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３．2019(平成 31)・2020(平成 32)年度理事選挙について，北林選挙管理委員長より資料Ｆ①～

③(追加)に基づき説明があり，審議の結果，原案が承認された． 

４．日本体育測定評価学会第 18回大会について，宮口学会大会委員長より資料Ｂに基づき札幌

国際大学(札幌市)で開催予定であるとの説明があり，審議の結果，原案が承認された．ま

た，長澤理事長より，日程については現在検討中であり，今後の理事会で検討・決定する

予定であるとの報告があった． 

５．日本体育学会第 69回大会専門領域シンポジウム企画等について，山次学会大会副委員長よ

り資料Ｂに基づき説明があり，審議の結果，原案が承認された．また，鈴木理事より資料

Ｈに基づき説明があり，中国から招聘するシンポジストは英語または中国語で発表する予

定であり，中国語で発表する場合は通訳を介するため開催時間が延長する可能性があるこ

と，それに合わせてシンポジウム後の総会を延長するよう提案があった．これに対しては，

6月開催予定の来年度第 1回の理事会または E理事会にて検討することとなった．さらに，

スポーツ庁健康スポーツ課の方を除く，3 名のシンポジストに関しては交通費，謝金は不

要であるとの報告があった． 

６．日本体育測定評価学会専門誌購入希望者への案内および購入手続きについて，山次将来検

討委員長より資料Ｃ①に基づき昨年度の体育学会専門領域シンポジウム終了後のアンケ

ート結果，学会員以外の専門誌購入希望者数(10 名)が報告された．これを受け，会員以外

の専門誌購入希望者への対応手順について協議がなされ，将来検討委員会が希望者への連

絡等，事務局が専門誌の発送を担当することとなった．なお，専門誌の実費と送料は購入

希望者負担とし，平成 30 年度以降は体育学会の専門領域シンポジウムの時点で購入申し

込みを受け付けることとなった． 

７．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Ｄ①～③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ことを確認し，審議の結果，原

案が承認された．なお，村瀬理事より，今後は名誉会員推薦に際してその推薦理由や略歴

等の明示が求められる可能性が高いことが説明された．さらに，木塚理事より，体育学会

の方針として，資料Ｄ①にも記載されているように「名誉役員の推薦基準に関する申し合

わせ」にある「支部・地域役員および専門分科会・専門領域役員の『会長』に相当する職」

にあるという条件に合致しなければ推薦できなくなる可能性が高いことが報告された． 

８．英文機関誌掲載論文の J-STAGE への公開作業について，佐藤編集委員長より資料Ｅおよび

資料Ｅ②，③(追加)に基づき英文機関誌の全号が学会 HP で閲覧可能になっているのに対

して， J-STAGEでは vol.9のみが公開されている状況が報告された．これを受け，掲載見

積額を踏まえた上で，J-STAGEにおいて①vol.9以降を掲載する，②vol.1から全ての号を

掲載する，という 2案が委員長より提案された．これに対し，稲垣学会長より，vol.10〜

14 を平成 29 年度予算で，vol.1〜8 を平成 30 年度予算で掲載する提案がなされたが，協

議の結果，vol.10〜14を平成 29年度予算で J-STAGEに掲載することとなった．なお，vol.1

〜8の掲載については今後改めて検討していくこととなった．また，木塚理事より，J-STAGE

への掲載後も，本学会 HPでも掲載を継続すべきとの意見，さらに最新号の学会 HPおよび

J-STAGE への公開のタイミングについて検討すべきとの提案があった．佐藤編集委員長よ

り，平成 27年度の審議において，3月に専門誌が発行された後，準備が出来次第公開する

ことに決定した旨の説明がなされ，今年度については最新号を 5月に公開したことが報告

された． 
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９．その他 

國土倫理委員長より，昨年度の審議よって倫理委員会に女性委員を含めることが内規で策

定されたことに従い，萩理事を委員として招聘する案が提案され，承認された． 

 

Ⅱ．報告事項 

１．学会事務局 

1) 稲垣会長より，平成 29年度の会員数および会費納入者数についての報告があった． 

2) 稲垣会長より，2018年度笹川スポーツ研究助成申請募集の案内について学会 HPに情報が

掲載されたとの報告があった． 

3) 稲垣会長より，大分人材育成・地域文化交流協会より研修会の講師派遣依頼についての報

告があった． 

4) 稲垣会長より，日本体育学会 2019・2020 年度代議員選挙の選挙管理委員の選出依頼につ

いて，北林理事を選出したとの報告があった． 

5) 稲垣会長より，体育系学術連合 ICSEMIS日本開催に関する連絡会議の開催について，2020

年 3月に ICSEMISが日本(東京以外)で開催される予定であること，さらに協賛学会から 1

名の委員選出が求められているため，開催地が決定次第，本学会からも委員を選出する

予定であるとの報告があった． 

6) 稲垣会長より，体育系学術連合 2018(平成 30)年度補助金申請(1 次募集)を見送ったとの

報告があった． 

7）稲垣会長より，日本体育学会国際交流委員会からの連絡および依頼について(学会大会委

員会で検討し，協定学会の参加者による各専門領域での一般発表については，口頭発表，

ポスター発表，いずれも日本語，もしくは英語を条件とした)の報告があった． 

8) 稲垣会長より，Eatreat 株式会社の HP(学会・セミナー情報)に平成 29年度日本体育測定

評価学会第 17回大会の案内が掲載されたとの報告があった． 

9) 稲垣会長より，「ＮＨＫ番組アーカイブス学術利用トライアル」の 2018年度第 2回公募に

ついて学会 HPに情報が掲載されたとの報告があった． 

 

２．各委員会 

1) 庶務委員会(報告なし) 

2) 編集委員会 

佐藤編集委員長より，資料Ｅ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 17巻の編集状況，和文機関誌掲載広告募集の結果，学会大会「優秀発表」選考

について報告があった． 

3) 学会大会委員会 

中谷学会大会副委員長より，資料Ｂに基づき，日本体育測定評価学会第 17回大会のシン

ポジウム，一般研究発表，および大会参加費の案内方法についての報告があった． 

4) 研究推進委員会・研究助成委員会 

大藏研究推進・研究助成副委員長より，資料Ａ①および総会資料８(案)に基づき，平成

29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) 
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7) 将来検討委員会 

山次将来検討委員長より，資料Ｃ②に基づき，統計相談のコーナー実績報告，統計・測

定評価セミナーおよび専門領域シンポジウムに関するアンケート結果について報告があ

った．長澤理事長より，アンケートの回収率について質問がなされ，山次委員長より約

50%であるとの回答があった． 

8) 倫理委員会 

國土倫理委員長より，平成 29年度の研究倫理委員会に対して 3 件の修正申請があったと

の報告があった． 

 

３．その他 

1) 平成 30年度第１回理事会開催日時について 

理事会構成員の予定を調整した結果，6 月 9 日(土)，13 時からの開催予定とし，開催場

所については候補地を調整した上で，決定するとの報告があった． 

2）学会 HPへの会長挨拶の掲載について 

稲垣学会長より，閲覧者の学会活動理解度向上を念頭に，学会 HPへの会長挨拶を掲載す

るとの報告があった． 

3）日本体育学会政策検討諮問委員会について 

萩理事より，日本体育学会第 3回政策検討諮問委員会が 3月 30日に開催されるとの報告

があった． 

4）学会大会プログラムの変更について 

宮口学会大会委員長より，「プログラム・抄録集」の日程表には未記載ではあるが，初日

の口頭発表開始前に大会長の挨拶を行うとの報告があった．また，大会長挨拶については，

次回大会以降も継続されることが確認された． 

 

 

〔事前配布資料〕 

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   平成 30年度 研究助成募集要項(案) 

資料Ａ③   平成 30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   将来検討委員会 理事会資料 

資料Ｃ②   日本体育学会第 68回大会専門領域アンケート結果 

 資料Ｄ①，② 日本体育学会 名誉会員の推薦に関する資料 

 資料Ｄ③   名誉会員に関する内規 

 資料Ｅ    編集委員会 理事会資料 

 

〔当日配布資料〕 

総会資料(案) 総会次第および総会資料 

資料Ｅ②   編集委員会 理事会資料 英文誌 HPM Vol.10-Vol.14 J-Stage 公開見積書 

資料Ｅ③   編集委員会 理事会資料 英文誌 HPM Vol.1-Vol.7 J-Stage公開見積書 

資料Ｆ①   選挙管理委員会 理事会資料 
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資料Ｆ②   2019・2020年度理事選挙の実施について(公示文案) 

資料Ｆ③   学会役員選出に関する規定 

資料Ｇ    学会賞選考委員会 理事会資料 

 資料Ｈ    日本体育学会第 69回大会測定評価専門領域企画シンポジウムについて 

 

 

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 平成 30 年 3 月 12 日 

 

 

 

    議事録署名人 山 次  俊 介  ㊞ 

 

 

    議事録署名人 涌 井  佐和子 ㊞ 

 

 

                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．〕 

 


