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会報
東京体育学会 設立記念会（
（社）日本体育学会 東京支部
第 77 回研究会）および東京体育学会設立祝賀会のご案内
○東京体育学会設立記念会（第 77 回研究会）
会期：平成 21 年 7 月 12 日（日）10 時 15 分〜
会場：東京大学駒場キャンパス 18 号館１F 大ホール
入場：無料（会員以外も無料）
総合司会 深代 千之（東京大学大学院 教授）
・開会の辞：金久 博昭（東京体育学会 会長、東京大学大学院 教授）
・祝辞：北川 薫（(社)日本体育学会 副会長、中京大学 学長）
・特別講演：ニューロリハビリテーションと体育科学
中澤 公孝（国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所 部長）
・特別講演：体育学の社会的存立構造と課題 -総合研究の理念と現実菊 幸一（筑波大学 教授）
・閉会の辞：角田 直也（東京体育学会 理事長、国士舘大学 教授）
○東京体育学会設立祝賀会
会期：平成 21 年 7 月 12 日（日）13 時 00 分〜
会場：東京大学駒場ファカルティハウス ルヴェソンヴェール
入場：有料（会員も有料）
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平成 20 年度第 2 回理事会議事録
日時：平成 21 年 3 月 7 日（土）12 時 00 分～13 時 00 分
場所：東京大学 数理科学研究棟 056 教室
出席者：池川，伊藤，太田，金久，定本，平野，深代，
船渡，丸山，村岡，若山
＜11 名＞
議事に先立ち，深代理事長より挨拶があった．

報告事項
1）平成 20 年度事業報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 20 年度事業報告があった．
3）平成 20 年度会計中間報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 20 年度会計中間報告があり，一部字句の
修正を行った．
3）次期（平成 21・22 年度）東京支部理事について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，次期（平成 21・22 年度）東京支部理事につい
て報告があった．

審議事項
1）平成 21 年度事業計画実施案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度事業計画実施案について説明があ
り，審議の結果，原案通り承認された．
2）平成 21 年度予算案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度予算案について説明があり，審議
の結果，原案通り承認された．
3）平成 20 年度総会次第について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 20 年度事総会次第について説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．
4）東京体育学賞・同奨励賞の選考について
村岡庶務担当理事より，東京体育学賞および同奨励賞は，審査を希望した者の演題の
みを審査対象とし，理事による投票を行い，研究担当理事立ち会いのもと開票し，そ
の後，研究担当理事および理事長により決定することの説明があり，審議の結果，承
認された．
5）
（社）日本体育学会東京支部の東京体育学会への変更と，それに伴う会則（案），学会誌
投稿・編集規定（案）について
支部の活性化のため，
「東京支部」を「東京体育学会」へと変更してはどうか（ただし，
東京体育学会は（社）日本体育学会東京支部を兼ねる）という事について検討が重ね
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られてきたこと，および，平成 20 年度第 2 回常任理事会において，東京体育学会への
変更と，それに伴う会則（案）
，学会誌投稿・編集規定（案）が承認されたことついて
深代理事長より説明があった．審議の結果，
（社）日本体育学会東京支部の東京体育学
会への変更が承認され，また，それに伴う会則（案），学会誌投稿・編集規定（案）が，
一部修正の後，承認された．深代理事長より，平成 21・22 年度東京体育学会会長を金
久博昭氏（東京大学大学院）
，同理事長を角田直也氏（国士舘大学）としてはいかがか
という提案があり，審議の結果，承認された．
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平成 20 年度総会議事録
日時：平成 21 年 3 月 7 日（土）16 時 40 分～17 時 40 分
場所：東京大学 数理科学研究棟 大講義室
出席者：100 名
会議に先立ち，社団法人日本体育学会東京支部第 36 回大会の東京体育学賞，同奨励賞に
関して，平野研究担当理事より，その審査経過および受賞者が発表された．その後，各賞
の受賞者には深代理事長より賞状および副賞が贈られた．
＜東京体育学賞＞
該当無し
＜東京体育学奨励賞＞
飯田祥明 (東京大学大学院)，赤木亮太（早稲田大学大学院，日本学術振興会特別研究員
DC2）
，加藤えみか（早稲田大学，日本学術振興会特別研究員 DC2），吉田俊介（国士舘大
学大学院）
，小林海（早稲田大学大学院）
議事に先立ち，深代理事長より挨拶があった．
村岡庶務担当理事より，総会の議長は会則 24 条により総会出席者の中から選出することに
なっており，その旨を出席者に諮った結果，金久博昭氏（東京大学大学院）にお願いした
いとの推薦があった．出席者にその旨を諮ったところ了承され，金久氏によって議事が進
行された．

報告事項
1）平成 20 年度事業報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 20 年度事業報告があった．
2）平成 20 年度会計中間報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 20 年度会計中間報告があった．
3）次期（平成 21・22 年度）東京支部理事について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，次期（平成 21・22 年度）東京支部理事につい
ての報告があった．

審議事項
1）平成 19 年度事業報告について
資料に基づき，
村岡庶務担当理事より平成 19 年度事業報告の説明があり，審議の結果，
承認された．
2）平成 19 年度会計決算について
資料に基づき，村岡庶務担当理事（矢田会計担当理事代理）による平成 19 年度会計決
算の説明，および，池川監事担当理事による同監査報告の説明があり，審議の結果，
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承認された．
3）平成 21 年度事業計画案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度事業計画案について説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．
4）平成 21 年度予算案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度予算案について説明があり，審議
の結果，原案通り承認された．
5）
（社）日本体育学会東京支部の東京体育学会への変更と，それに伴う会則（案），学会誌
投稿・編集規定（案）について
支部の活性化のため，
「東京支部」を「東京体育学会」へと変更してはどうか（ただし，
東京体育学会は（社）日本体育学会東京支部を兼ねる）という事について検討が重ね
られてきたこと，および，総会に先んじて行われた常任理事会，理事会において，東
京体育学会への変更と，それに伴う会則（案），学会誌投稿・編集規定（案）が承認さ
れたことついて深代理事長より説明があった．審議の結果，
（社）日本体育学会東京支
部の東京体育学会への変更が承認され，また，それに伴う会則（案）
，学会誌投稿・編
集規定（案）が，原案の日付の修正と“
（仮称）”の削除の後，承認された．
深代理事長より，平成 21・22 年度東京体育学会会長を金久博昭氏（東京大学大学院）
，
同理事長を角田直也氏（国士舘大学）としてはいかがかという提案があり，審議の結
果，承認された．
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平成 20 年会計決算報告
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平成 20 年度事業報告
1.（社）日本体育学会東京支部 第 36 回学会大会の開催
日時：平成 21 年 3 月 7 日（土） 10：00～17：30
場所：東京大学大学院数理科学研究棟 大講義室
・一般研究発表（ポスター＋口頭発表，26 演題）

・特別講演「静的活動時における運動単位の動員パターンの変動
〜ワイヤー電極法による検討〜」
演者：神崎素樹（京都大学大学院）
座長：金久博昭（東京大学大学院）
・大学院紹介「院生が紹介する我が大学院」
NAASH 連携大学院制度（鹿屋体育大学大学院）
国士舘大学大学院
東京工業大学大学院
日本女子体育大学大学院
早稲田大学大学院
2.研究会の開催（年 2 回）
第 75 回 平成 20 年 7 月 12 日（土）14～16 時
東京大学駒場キャンパス 18 号館 1 階ホール
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「東京国体から東京オリンピックへ向けて
“東京版・スポーツ医科学サポート事業”について」
司会：平野裕一（国立スポーツ科学センター）
演者：高橋由美（東京都スポーツ文化事業団）
第 76 回 平成 20 年 10 月 29 日（水）18～19 時
国立スポーツ科学センター4F 特別会議室
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「運動パフォーマンスに関わる遺伝子多型の探索
〜JISS での試み〜」
司会：定本朋子（日本女子体育大学）
演者：大岩奈青（国立スポーツ科学センター）
3.機関紙「東京体育学研究 2008 年度報告」の発行（平成 20 年 11 月発行）
4.支部会報「とうきょう」の発行
「とうきょう」
（2008. No.1）平成 20 年 6 月 1 日発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2008. No.2）平成 20 年 10 月 1 日発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2008. No.3）平成 21 年 2 月 24 日発行［Web 上に掲載］
5.諸会議の開催
総会（1 回）
理事会（2 回）
常任理事会（2 回）

平成 21 年 3 月 7 日（土）
平成 20 年 7 月 12 日（土）
，平成 21 年 3 月 7 日（土）
平成 20 年 7 月 12 日（土）
，平成 20 年 10 月 29 日（水）

7

2009 No.1

平成 21 年度予算
収入の部
科目
支部会費
支部入会金
寄付金・補助金

（単位：円）
予算額

内訳/注記

2,475,000 1650名×＠1500
25,000 50名×＠500
50,000 補助金

その他の収入
収入小計
前年度繰越金
合計

2,550,000
800,000
3,350,000

支出の部
科目
事業費
機関誌
会報
広報
研究会
大会
（小計）
会議費
（小計）
通信費
会報
広報関係
機関誌
事務連絡
（小計）
事務費
事務用品費
通信用品費
人件費
事務委託費
雑経費
（小計）
HP管理費
選挙管理費
臨時費
予備費
支出合計

予算額

前年度

前年度差額

500,000
0
100,000
300,000
600,000
1,500,000
200,000
200,000

500,000
0
100,000
300,000
600,000
1,500,000
200,000
200,000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
200,000
150,000
30,000
380,000

0
200,000
150,000
30,000
380,000

0
0
0
0
0

10,000
80,000
400,000
0
50,000
540,000
50,000
0
0

10,000
80,000
400,000
0
50,000
540,000
50,000

0
0
0
0
0

680,000

280,000

3,350,000

2,950,000

0 支部会報web
0

0
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平成 21 年度事業計画
1.日本体育学会東京支部 第 37 回学会大会の開催
日時：平成 22 年 3 月上旬
場所：未定
2.研究会の開催（年 2 回）
第 77 回 平成 21 年 7 月中旬：開催場所は未定
第 78 回 平成 21 年 11 月中旬：開催場所は未定
3.機関紙「東京体育学研究」の刊行
平成 21 年 12 月上旬 （発行予定）
4.支部会報「とうきょう」の発行
「とうきょう」
（2009. No.1）平成 21 年 6 月中旬［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2009. No.2）平成 21 年 10 月中旬［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2009. No.3）平成 22 年 2 月中旬［Web 上に掲載］
5.諸会議の開催
総会（1 回）
理事会（2 回）
常任理事会（2 回）

平成 22 年 3 月上旬
平成 21 年 5 月中旬，平成 22 年 3 月上旬
平成 21 年 5 月中旬，平成 21 年 11 月中旬
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平成 21・22 年度理事紹介
氏名
青山利春
安部孝
有吉正博
池川繁樹
石田良恵
伊藤静夫

所属
国士舘大学
東京大学
東京学芸大学
首都大学東京
女子美術大学
（財）日本体育協会

井上誠治
太田あや子
大嶽真人
金久博昭
川上泰雄
佐々木玲子
定本朋子
沢井史穂
須藤明治
寒川恒夫

国士舘大学
武蔵丘短期大学
日本大学
東京大学
早稲田大学
慶應義塾大学
日本女子体育大学
女子美術大学
国士舘大学
早稲田大学

高橋正則
田畑泉
角田直也
野川春夫
野口智博
八田秀雄
平野裕一
深代千之
船渡和男
堀川浩之

日本大学
国立健康・栄養研究所
国士舘大学
順天堂大学
日本大学
東京大学
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ
東京大学
日本体育大学
昭和大学

丸山剛生
水落文夫
水上博司

東京工業大学
日本大学
日本大学

氏名
宮崎光次
宮地元彦
村岡哲郎
安井年文
矢田秀昭
若山章信
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所属
桜美林大学
国立健康・栄養研究所
早稲田大学
青山学院大学
和光大学
東京女子体育大学

2009 No.1

平成 21・22 年度常任理事紹介
会長

金久博昭（東京大学）

理事長

角田直也（国士舘大学）

庶務担当理事 村岡哲郎 *（日本大学），若山章信（東京女子体育大学）
会計担当理事 矢田秀昭 *（和光大学），池川繁樹（十文字学園女子大学）
広報担当理事 平野裕一 *（国立ｽﾎﾟｰﾂ科学センター），丸山剛生（東京工業大学）
編集担当理事 田畑泉 *（国立健康・栄養研究所），川上泰雄（早稲田大学）
高橋正則（日本大学），安部孝（東京大学）
研究担当理事 深代千之 *（東京大学），沢井史穂（女子美術大学）
井上誠治（国士舘大学），宮地元彦（国立健康・栄養研究所）
監事担当理事 伊藤静夫 *（（財）日本体育協会），船渡和男（日本体育大学）
WEB 管理

村岡哲郎（日本大学）

*：責任者
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平成 21 年度第 1 回理事会議事録
日時：平成 21 年 4 月 18 日（土）17 時 00 分～18 時 30 分
場所：東京大学 駒場キャンパス 身体運動科学研究棟
大会議室
出席者：池川繁樹，石田良恵，金久博昭，沢井史穂，須
藤明治，田畑泉，角田直也，深代千之，船渡和
男，丸山剛生，宮地元彦，村岡哲郎，若山章信
＜13 名＞
委任状：16 名
議事に先立ち，金久会長，角田理事長より挨拶があった．

報告事項
1）第 36 回学会大会について
資料に基づき，村岡理事より，第 36 回学会大会について報告があった．
2）名誉会員について
村岡理事より，
（社）日本体育学会名誉会員内規に基づき，中尾敬治氏を東京体育学会
（
（社）日本体育学会東京支部）より推薦したことの報告があった．
3）東京体育学研究への投稿について
村岡理事より，第 36 回学会大会の発表者のうち，22 名から投稿の意思表示があったと
の報告があった．
4）第 77 回研究会（東京体育学会設立記念会）について
村岡理事より，7 月 12 日に第 77 回研究会を東京体育学会設立記念会として行う予定で
ある事の報告があった．

審議事項
1）会長推薦理事について
金久会長より，東京体育学会会則第 4 章第 12 条に基づき沢井史穂氏（女子美術大学）
を理事として推薦することについて説明があり，審議の結果，承認された．
2）平成 20 年度収支決算および同監査報告について
資料に基づき，村岡理事より，平成 20 年度会計決算報告について説明があり，監査に
ついて池川前監事担当理事と丸山前監事担当理事より説明がなされ，審議の結果，原
案通り承認された．
3）平成 21・22 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）常任理事について
資料に基づき，金久会長より，平成 21・22 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東
京支部）
（案）について説明があり，審議の結果，原案通り承認された．
4）編集委員について
金久会長より，東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の研究誌「東京体育学研
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究」の編集を担当する編集委員を，常任理事の編集担当理事 4 名，研究担当理事 4 名
に会長及び理事長を加えた計 10 名とするとの提案がなされ，
審議の結果，承認された．
また，編集委員会委員長を田畑理事，副委員長を宮地理事としてはいかがかとの提案
が金久会長よりなされ，審議の結果，承認された．
5）学会大会における講演を健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新講習会とし
て申請する件について
村岡理事より，昨年度と一昨年度の学会大会における講演を健康運動指導士及び健康
運動実践指導者の登録更新講習会として申請し，認定されたが，登録更新講習会とし
て参加された人は一昨年度 2 名，昨年度 0 名であったとの説明があった．今年度以降，
学会大会における講演を登録更新講習会として申請するか否かについて議論がなされ，
今年度は申請をせず，東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）の会員等における
健康運動指導士・健康運動実践指導者の資格取得状況を見ながら，今後再び申請する
か否かについて検討を続けて行ってはどうか，との提案がなされ，審議の結果，承認
された．
6）研究会等の告知に電子メールを使用することについて
村岡理事より，研究会等の情報の告知を電子メールで行うようにしてはどうかとの提
案がなされ，審議の結果，今年度の研究会告知はハガキで行う事，電子メールでの告
知を行うために必要な情報（会員のメールアドレスを含む）を収集する事，研究会等
の情報の告知に電子メールを使用するか否かについて今後議論していく事，が確認さ
れた．また，情報収集に関連する業務（会員のメールアドレスの整理等）のために予
備費を使ってアルバイトを雇うことについて審議がなされ，承認された．
7）東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）のホームページについて
丸山理事より，東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）のホームページの為に大
学外の Web サーバーをレンタルしてはどうかとの提案がなされ，審議の結果，必要な
情報を収集し，レンタルについては今後議論していく事が確認された．
8）学会大会の一般演題の発表形式について
村岡理事より，本年度の第 37 回学会大会における一般演題の発表形式についてという
審議事項が提案され，審議の結果，本年度の第 37 回学会大会における一般演題の発表
形式を昨年度と同様（短い口頭発表＋ポスター発表）にすることが承認された．
9）学会大会における大学院紹介について
村岡理事より，本年度の第 37 回学会大会における大学院紹介についてという審議事項が提
案され，審議の結果，本年度の第 37 回学会大会において昨年度と同様に院生による大学院
紹介を行うことが承認された．
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平成 21 年度第 1 回常任理事会議事録
日時：平成 21 年 4 月 18 日（土）18 時 30 分～19 時 00 分
場所：東京大学 駒場キャンパス 身体運動科学研究棟
大会議室
出席者：池川繁樹，金久博昭，沢井史穂，田畑泉，角田
直也，深代千之，丸山剛生，宮地元彦，村岡哲
郎，若山章信
＜10 名＞
議事に先立ち，金久会長，角田理事長より挨拶があった．

報告事項
1）理事会報告事項について
理事会での報告事項について確認がなされた．

審議事項
1）会長推薦理事について
村岡理事より，東京体育学会会則第 4 章第 12 条に基づき沢井史穂氏（女子美術大学）
を理事として会長より推薦されたことについて説明があり，審議の結果，承認された．
2）平成 20 年度収支決算および同監査報告について
村岡理事より，
資料に基づき平成 20 年度会計決算報告および監査について説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．
3）編集委員について
村岡理事より，東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の研究誌「東京体育学研
究」の編集を担当する編集委員を，常任理事の編集担当理事 4 名，研究担当理事 4 名
に会長及び理事長を加えた計 10 名とするとの理事会承認事項の説明がなされ，審議の
結果，承認された．
4）学会大会における講演を健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新講習会とし
て申請する件について
村岡理事より，今年度は学会大会における講演を健康運動指導士及び健康運動実践指
導者として申請をせず，東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）の会員等におけ
る健康運動指導士・健康運動実践指導者の資格取得状況を見ながら，今後再び申請す
るか否かについて検討を続けていくという理事会承認事項について説明があり，審議
の結果，承認された．
5）研究会等の告知に電子メールを使用することについて
村岡理事より，理事会承認事項として，今年度の研究会告知はハガキで行う事，電子
メールでの告知を行うために必要な情報（会員のメールアドレスを含む）を収集する
事，研究会等の情報の告知に電子メールを使用するか否かについて今後議論していく
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事，情報収集に関連する業務（会員のメールアドレスの整理等）のために予備費を使
ってアルバイトを雇う事，が説明され，審議の結果，承認された．
6）東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）のホームページについて
村岡理事より，東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）のホームページの為に大
学外の Web サーバーをレンタルすることに関する必要な情報を収集し，レンタルにつ
いては今後議論していくという理事会承認事項について説明がなされ，承認された．
7）学会大会の一般演題の発表形式について
村岡理事より，本年度の第 37 回学会大会における一般演題の発表形式を昨年度と同様
（短い口頭発表＋ポスター発表）にするという理事会承認事項について説明がなされ，
審議の結果，承認された．
8）学会大会における大学院紹介について
村岡理事より，本年度の第 37 回学会大会において昨年度と同様に院生による大学院紹
介を行うという理事会承認事項について説明がなされ，審議の結果，承認された．
9）日本学術会議への申請について
日本学術会議協力学術研究団体への申請を行う方向で検討を続け，その担当を田畑理
事にお願いする旨，原案の説明があり，審議の結果，原案通り承認された．
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新入会員（平成 21 年 2 月 24 日〜平成 21 年 7 月 15 日）
計 63 名
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東京大学駒場キャンパス 18 号館へのアクセス
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