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会報
東京体育学会（
（社）日本体育学会 東京支部）
第 80 回研究会のご案内
日時：平成 22 年 12 月 6 日（月）17 時 30 分～19 時 00 分
場所：独立行政法人国立健康・栄養研究所第一共用会議室
入場：無料（会員以外も無料）
〈演者〉 村上晴香（独立行政法人国立健康・栄養研究所）
福 典之（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター）
〈司会〉 宮地元彦（独立行政法人国立健康・栄養研究所）

テーマ：スポーツ・身体活動と遺伝子多型
体育学の分野でも、遺伝による個人差に関する研究成果が見られるようになってきまし
た。競技成績や体力の個人差に関連する遺伝子を探る試みがかねてから行われていますが、
近年ではトレーニングに対する体力向上の個人差や運動による生活習慣病予防への効果
の個人差に関する研究も行われています。今回の秋の研究会では、アスリートの遺伝的特
徴について特にミトコンドリア遺伝子を対象に検討してきた福典之先生と、健康増進と遺
伝子に関して検討してきた村上晴香先生のお二人をシンポジストに招いて、最近の研究成
果を紹介していただき、体育学分野における遺伝研究の今後の方向性や可能性について議
論を進めたいと考えています。生理学・生化学分野の会員だけでなく、社会・人文科学分
野の会員の皆様にも是非体育学における遺伝研究の意義について議論に参加していただ
きますようお願い申し上げます。
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東京体育学会第 2 回学会大会
((社)日本体育学会東京支部 第 38 回学会大会)のご案内
会期：平成 23 年 3 月 12 日（土）
会場：国士舘大学世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎３４号館
入場：無料（会員以外も無料）
内容（予定）
：教育講演，大学院紹介，一般研究発表など

一般研究発表申込要領
発表形式：12 月下旬にホームページに記載します
演題申し込み〆切：平成 23 年 2 月 20 日（日）
演題申込先：

電子メール：muraoka@idaten.c.u-tokyo.ac.jp
東京体育学会

庶務

村岡哲郎

〒206-8515 東京都多摩市永山 7-3-1
国士舘大学体育学部 東京都医科学サポート事務室内
東京体育学会（
（社）日本体育学会 東京支部）

事務局

ファクス：042-339-7208

発表資格：
(1) 登壇発表者は東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）会員に限る．
(2) 共同研究者に（社）日本体育学会の他支部会員を含む場合は支部名を明記する（備考 1）
．
(3) 共同研究者に（社）日本体育学会未加入者を含む場合は，理由書を添付する（備考 1 と 2）
．
発表申込様式：
発表の申込は，原則として，電子メール（muraoka@idaten.c.u-tokyo.ac.jp）で受け付けます．メ
ールタイトルは，
「東京体育学会第 2 回学会大会演題申込」とし，下記 6 項目を，添付ファイル
（テキスト形式またはマイクロソフトワード形式）にてご送付願います．
(1) 発表演題名
(2) 発表者および共同研究者の氏名と所属（登壇発表者には○印を付ける）
(3) 発表者が大学院生か否か
(4) 東京体育学賞，若手研究奨励賞の審査希望の有無
（東京体育学賞ならびに若手研究奨励賞（大学院生対象）の審査は，審査を希望される方の
みを対象として行います．また，審査希望の方には，原則として，翌年度の東京体育学研究
への投稿をお願いいたします．
）
(5) 440 字以内の発表要旨
(6) 連絡先住所，電話番号および電子メールアドレス
備考：
(1) 発表資格の 2 項及び 3 項に該当する共同研究者は，
大会当日 1 名につき 1,000 円を納付する．
(2) 未加入者については，審査の上，可否を決定する．
(3) 発表演題の採否決定は，発表要旨に基づいて研究委員会で行う．
大会プログラムの編集上，発表要旨原稿に若干の字句修正をすることがある．
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平成 22 年度 東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
第 1 回常任理事会議事録
日時：平成 22 年 6 月 5 日（土）17:00～17:50
場所：国士舘大学多摩キャンパス

ゼミ室・研究室

棟２階ゼミ室
出席者：池川繁樹，伊藤静夫，角田直也，宮地元彦，
村岡哲郎，矢田秀昭，若山章信
委任状：7

議事に先立ち，角田理事長より挨拶があった．

報告事項
1) 会員情報取得状況について
村岡庶務担当理事より，会員への情報発信のための会員情報取得状況（メールアドレ
スの登録）
について，6 月 4 日時点で 354 名の登録がなされているとの報告があった．
今後，学会ホームページ上で情報登録を促していくことが確認された．
2) 異動に伴う理事・常任理事の辞任について
村岡庶務担当理事より，田畑理事（編集担当，編集委員会委員長）が異動に伴い平成
22 年 4 月 1 日より東京支部から他支部へ移られ，東京体育学会（（社）日本体育学会
東京支部）の役職を辞任されたとの報告がなされた．角田理事長より，田畑理事辞任
後においても理事および常任理事の人数は会則に定められた必要人数を満たしてい
るため，新たに理事および常任理事を委嘱しないことの説明があり，承認された．
3) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）理事選挙結果について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体
育学会東京支部）理事選挙結果および理事委嘱手順についての報告があり，内容が確
認された．
4) 東京体育学研究第 2 巻への投稿について
村岡庶務担当理事より，東京体育学研究第 2 巻への投稿が 12 編あり，うち 1 編は投
稿・編集規定および投稿要領に従っていなかったため受付不可とし，11 編を受け付
けたとの報告がなされた．受付不可とした詳細な経緯については，宮地研究担当理事
（副編集委員長）より報告がなされた．

審議事項
1)

平成 21 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 21 年度事業報告についての説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．

2)

平成 21 年度会計決算報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度会計決算報告についての説明があ
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り，監査について伊藤監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 22 年度研究会，学会大会について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 22 年度研究会，学会大会についての説明
がなされた．審議の結果，第 80 回研究会の担当を宮地研究担当理事とすること，学
会大会の内容に(昨年度，一昨年度実施された)大学院紹介を盛り込むこと，その他の
未定となっている事案については研究担当に一任する，という修正の後，承認された．

4)

編集委員長，副委員長について
角田理事長より，田畑編集委員長の辞任に伴い，新たな編集委員長を宮地研究担当理
事（現編集委員会副委員長）とし，新副委員長は宮地理事に指名していただいてはど
うかとの提案，説明があり，審議の結果，承認された．

5)

平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）会長，理事長について
角田理事長より，平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の会
長，理事長をどのように選出するかという議案が提起された．審議の結果，平成 23・
24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の理事による話し合いを新理事
の会で行い，会長，理事長を決定することが承認された．

6)

第 1 回日本学術振興会育志賞候補者の推薦について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，日本学術振興会より第 1 回日本学術振興会育
志賞候補者の推薦（1 名）のお願いがあったことについて説明がなされた．審議の結
果，東京体育学会からの推薦者は，推薦対象者となる要件を満たす者であり，かつ，
東京体育学会の直近学会大会における学会賞受賞者（該当者がいない場合は奨励賞受
賞者で得票数順に判断）とすることが承認された．

4

2010 No.2

平成 22 年度 東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
第 1 回理事会議事録
日時：平成 22 年 6 月 5 日（土）18:00～18:50
場所：国士舘大学多摩キャンパス

ゼミ室・研究室

棟２階ゼミ室
出席者：有吉正博，池川繁樹，石田良恵，伊藤静夫，
佐々木玲子，定本朋子，須藤明治，角田直也，
堀川浩之，宮地元彦，村岡哲郎，矢田秀昭，
若山章信
委任状：16
議事に先立ち，角田理事長より挨拶があった．また，事務員が 5 月末より北田から廣岡に交代し
た旨の説明があった．

報告事項
1) 会員情報取得状況について
村岡庶務担当理事より，会員への情報発信のための会員情報取得状況（メールアドレスの
登録）について，6 月 4 日時点で 354 名の登録がなされているとの報告があった．今後，学
会ホームページ上で情報登録を促していくことが確認された．
2) 異動に伴う理事・常任理事の辞任について
村岡庶務担当理事より，田畑理事（編集担当，編集委員会委員長）が異動に伴い平成 22 年
4 月 1 日より東京支部から他支部へ移られ，東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）
の役職を辞任されたとの報告がなされた．角田理事長より，田畑理事辞任後においても理
事および常任理事の人数は会則に定められた必要人数を満たしているため，新たに理事お
よび常任理事を委嘱しないことの説明があり，承認された．
3) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）理事選挙結果について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学
会東京支部）理事選挙結果および理事委嘱手順についての報告があり，内容が確認された．
4) 東京体育学研究第 2 巻への投稿について
村岡庶務担当理事より，東京体育学研究第 2 巻への投稿が 12 編あり，うち 1 編は投稿・編
集規定および投稿要領に従っていなかったため受付不可とし，11 編を受け付けたとの報告
がなされた．

審議事項
1) 平成 21 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 21 年度事業報告についての説明があり，審議の
結果，原案通り承認された．
2) 平成 21 年度会計決算報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度会計決算報告についての説明があり，監
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査について伊藤監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 22 年度研究会，学会大会について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 22 年度研究会，学会大会についての説明および
常任理事会承認事項の説明がなされた．審議の結果，資料および常任理事会承認事項（第
80 回研究会の担当を宮地研究担当理事とすること，学会大会の内容に(昨年度，一昨年度実
施された)大学院紹介を盛り込むこと，その他の未定となっている事案については研究担当
に一任する）が承認された
4) 編集委員長，副委員長について
角田理事長より，田畑編集委員長の辞任に伴い，新たな編集委員長を宮地研究担当理事（現
編集委員会副委員長）とし，新副委員長は宮地理事に指名していただいてはどうかとの提
案，説明があり，審議の結果，承認された．
5) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）会長，理事長について
角田理事長より，平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の会長，
理事長をどのように選出するかという議案が提起された．審議の結果，平成 23・24 年度東
京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の理事による話し合いを新理事の会で行い，会
長，理事長を決定することが承認された．
6) 第 1 回日本学術振興会育志賞候補者の推薦について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，日本学術振興会より第 1 回日本学術振興会育志賞
候補者の推薦（1 名）のお願いがあったことについて説明がなされた．審議の結果，東京体
育学会からの推薦者は，推薦対象者となる要件を満たす者であり，かつ，東京体育学会の
直近学会大会における学会賞受賞者（該当者がいない場合は奨励賞受賞者で得票数順に判
断）とすることが承認された．
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新入会員（平成 22 年 6 月 16 日〜平成 22 年 11 月 16 日）
計 26 名
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独立行政法人国立健康・栄養研究所へのアクセス
地下鉄大江戸線 若松河田駅から（徒歩 10 分）
地下鉄東西線 早稲田駅から（徒歩 10 分）
地下鉄副都心線 西早稲田駅から（徒歩 14 分）

詳細は独立行政法人国立健康・栄養研究所ホームページ（下記 URL）をご参照ください

http://www.nih.go.jp/eiken/map.html
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発行日：2010 年 11 月 18 日，編集：広報委員会
発行人：東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）
〒206-8515 東京都多摩市永山 7-3-1

会長

金久博昭

国士舘大学体育学部 東京都医科学サポート事務室内

東京体育学会（（社）日本体育学会 東京支部）

事務局

e-mail：tokyotai @ kokushikan.ac.jp ，TEL:042-339-7273
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FAX:042-339-7208

