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お知らせ 

東京体育学会第6回大会は、日本体育大学1301,1302教室において、多くの参加者によって盛大に開催さ

れました。一般研究の他に、“体育学・スポーツ科学のこれまでとこれから”のテーマのもと開催され、講演

者の浅見俊雄先生から貴重なお話を賜りました。皆様、ご参加頂きましてありがとうございました。 
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平成 26 年度  第 2 回理事会議事録  
 

日時：平成 26 年 3 月 22 日（日）11 時 30 分～12 時 00 分  

場所：日本体育大学世田谷キャンパス  2306 教室   

出席者：太田あや子，川上康雄 ,  佐々木玲子，沢井史穂 ,  須

藤明治，田中重陽 , 角田直也，野川春夫，八田秀雄，

深代千之，船渡和男，宮地元彦，  ＜委任状：12＞ 

 

I．報告事項  

1. 平成 26 年度第 2 回研究会について  

資料に基づき，沢井理事長より，平成 26 年度第 2 回研究会について報告があり，内容が確

認された． 

2. 平成 26 年度会計中間報告について  

     資料に基づき，太田理事（会計担当）より，平成 26 年度の会計中間報告があり，内容が確認

された． 

3. 新入会員及び退会者等について 

  資料に基づき，沢井理事長より，新入会員，退会者及び転出入者の報告があった．  

4. 東京体育学研究第 6 巻について  

佐々木理事（編集担当）より，東京体育学研究第 6巻の編集状況について報告がなされ，3月

30 日に会員の皆様に発送が完了する予定であることが報告された．   

5. 東京体育学会平成 27・28 年度理事選挙結果について 

  資料に基づき，佐々木理事より， 東京体育学会平成 27・28 年度理事選挙の結果が報告さ

れた． 

6. その他  

沢井理事長より，日本スポーツ体育健康科学学術連合の平成 27 年度補助金の受給が決定

したことが報告された． 

  

II．審議事項  

1. 平成 26 年度総会次第について  

資料に基づき，沢井理事長より，平成 26 年度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． 

2. 平成 26 年度事業計画案について 

資料に基づき，沢井理事長より，平成 26 年度事業計画案について説明があり，審議の結果，
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原案通り承認された． 

3. 平成 27 年度予算案について  

資料に基づき，太田理事（会計担当）より，平成 27年度予算案について説明があった．審議の

結果，原案通り承認された． 

4. 研究助成制度について 

  資料に基づき，深代理事（研究担当）より，研究助成制度の概要（募集要項及び申請書）に

ついて説明がなされた，審議の結果，承認された．  

5．第 6 回学会大会について 

   資料に基づき，沢井理事長より第 6 回学会大会の概要について説明があり，審議の結果，原

案通り承認された． 
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平成 27-28 年度  新理事の会  議事録  
 

日時：平成 26 年 3 月 22 日（日）12 時 00 分～12 時 30 分  

場所：日本体育大学世田谷キャンパス  2306 教室   

出席者：池田延行，太田あや子，川上康雄 , 佐々木玲子，沢井

史穂 , 須藤明治，田中重陽 , 角田直也，萩裕美子，深

代千之，船渡和男，宮地元彦， ＜委任状：16＞ 

 

I． 審議事項  

1. 役員の選出について  

角田理事より，会長に深代千之理事，理事長には船渡和男理事を推薦したいとの提案がなさ

れた．審議の結果，提案どおり承認された．また，常任理事等の役員の選出については，会長

及び理事長により後日選出作業を行うことが承認された．  
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平成 26 年度 総会議事録 
 

日時：平成 27 年 3 月 22 日（日）18:00～18:25 

場所：日本体育大学世田谷キャンパス 1301 教室 

出席者：100 名 

 

議事に先立ち、角田会長より挨拶があった。  

東京体育学会規則第 5 章第 26 条に基づき、議長は総会出席者の中から川上理事が選出され

た。 

報告事項 

1）平成 26 年度事業中間報告について  

資料に基づき、平成 26 年度事業中間報告について手島幹事（庶務・会計担当）よ

り報告があり、内容が確認された。  

2）平成 26 年度会計中間報告について  

資料に基づき、平成 26 年度会計中間報告について太田理事（庶務・会計担当）よ

り報告があり、内容が確認された。 

  3) 平成 27・28 年度東京体育学会理事選挙結果について佐々木理事（選挙管理委員）

より選挙結果の報告があり、内容が確認された。  

 

審議事項 

1）平成 25 年度事業報告について  

資料に基づき、平成 25 年度事業報告について手島幹事（庶務・会計担当）より説

明があり、審議の結果、承認された。 

2）平成 25 年度会計決算について  

資料に基づき、平成 25 年度会計決算について手島幹事（庶務・会計担当）より説

明があり、審議の結果、承認された。 

3）平成 27 年度事業計画案について  

資料に基づき、平成 27 年度事業計画案について手島幹事（庶務・会計担当）より

説明があった。また、新規事業である若手研究助成制度について深代理事（研究担

当）より説明があった。審議の結果、承認された。 

4）平成 27 年度予算案について  

資料に基づき、平成 27 年度予算案について太田理事（庶務・会計担当）より説明

があった。次年度より、会計に関わる書類の書式を変更することについて説明があ

り、新書式による予算案の説明があった。審議の結果、承認された。  

 

最後に沢井理事長より、挨拶があった。  
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平成 26 年度 事業報告 

 

○平成 26 年度第 1 回研究会（第 87 回） 

 平成 26 年 6 月 23 日 独立行政法人  国立健康･栄養研究所 共用第一会議室  

［シンポジウム］ 

「健康スポーツ研究の最近の話題」 

<演者> 岡浩一朗  （早稲田大学）「座位行動研究の潮流－座り過ぎを減らす効果的  

な介入は？－」  

萩裕美子 （東海大学）  

         「非日常から日常化へのアプローチ－楽しさと必要性から考える－」  

宮地元彦 （独立行政法人 国立健康･栄養研究所）  

「厚生労働省の身体活動・運動施策」  

<司会> 宮地元彦  （独立行政法人  国立健康･栄養研究所）  

 

○平成 26 年度第 2 回研究会（第 88 回） 

平成 26 年 11 月 21 日 東京大学 駒場キャンパス 16 号館 119/129 

［講演］  

「地域が有する環境ポテンシャル  —健康・感性情報、そして、文学—」  

<演者> 堀井清之（白百合女子大学名誉教授）  

<座長> 深代千之（東京大学）  

 

○東京体育学会第 6 回学会大会：平成 27 年 3 月 22 日（日本体育体育大学 1301,2 教室） 

  一般研究発表  27 題  

  講演 

  テーマ：体育学・スポーツ科学のこれまでとこれから 

  座 長 船渡 和男（日本体育大学）  

  講演者 浅見 俊雄（東京大学・日本体育大学  名誉教授）  

         

○研究誌「東京体育学研究第 6 巻」の発行 平成 27 年 3 月 30 日 

                                                 

○会報「とうきょう」の発行  

  「とうきょう」（2014. No.1）平成 26 年 6 月 3 日発行 

  「とうきょう」（2014. No.2）平成 26 年 12 月 15 日発行 

  「とうきょう」（2015. No.3）平成 27 年 3 月 5 日発行 

 

○諸会議の開催  

   理事会：平成 27 年 6 月 23 日、平成 27 年 3 月 22 日 

   常任理事会：平成 26 年 6 月 23 日、平成 26 年 11 月 21 日 

   総会：平成 27 年 3 月 22 日 
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平成 26 年度 会計報告 
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平成 27 年度 予算案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大科目 中科目 小科目 予算額 前年度 前年度差額

（単位：円） 　内訳/注記
入会金収入 25,000 25,000 0 　50名×＠500
会費収入 2,551,500 2,412,000 139,500 　1,701名×＠1,500
事業収入 0 0 0
寄付金・補助金収入 340,000 121,700 218,300 　補助金（前年度額と同様）
雑収入 0 0 0
収入合計 2,916,500 2,558,700 357,800

旧書式における摘要
事業費支出 学会大会費支出 臨時雇賃金支出 100,000 100,000 0 事業（大会）

会議費支出 350,000 350,000 0 事業（大会）
旅費交通費支出 50,000 50,000 0 事業（大会）
通信運搬費支出 40,000 40,000 0 通（広）
消耗品費支出 10,000 10,000 0 事業（大会）
諸謝金支出 90,000 90,000 0 事業（大会）
学会賞金支出 60,000 0 60,000 事業（大会）

研究会費支出 臨時雇賃金支出 20,000 20,000 0 事業（研）
会議費支出 30,000 30,000 0 事業（研）
旅費交通費支出 70,000 70,000 0 事業（研）
通信運搬費支出 40,000 40,000 0 通（広）
消耗品費支出 10,000 10,000 0 事業（研）
諸謝金支出 170,000 170,000 0 事業（研）

学会誌刊行費支出 通信運搬費支出 150,000 150,000 0 通（研）
消耗品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 600,000 600,000 0 通（研）

記念事業積立金 200,000 200,000 0 記念 記念事業積立金
研究助成費支出 研究助成費支出 400,000 0 400,000 会議 ゆうちょ銀行（〇〇八）

管理費支出 常設委員会費支出 会議費支出 130,000 110,000 20,000 会議 積立金　400,000円
旅費交通費支出 100,000 90,000 10,000
通信運搬費支出 10,000 30,000 ▲ 20,000 事務（人）

その他管理費支出 給料手当支出 570,000 570,000 0 事業（会議）、事務（人）
幹事手当支出 120,000 120,000 0 事務（雑）
旅費交通費支出 50,000 50,000 0 通（事）
通信運搬費支出 10,000 100,000 ▲ 90,000 事務（通）、事務（用）、事務（雑）
消耗品費支出 80,000 10,000 70,000 事務（雑）
会費等入会手数料支出 40,000 80,000 ▲ 40,000
選挙管理費支出 10,000 100,000 ▲ 90,000 選
委託費支出 60,000 60,000 0 HP
予備費 1,846,500 1,808,700 37,800

支出合計 5,416,500 5,058,700 357,800
当期収支差額 -2,500,000 -2,500,000 0
前期度繰越金 2,500,000 2,500,000 0
次期度繰越金 0 0 0

平成27年度予算案

Ⅰ　事業活動収入

Ⅱ　事業活動支出



                                                                        2017 年度 No.1 

9 

平成 27 年度 事業計画 

 

１．東京体育学会第 7 回学会大会の開催  

    日時：平成 28 年 3 月上旬 

    場所：未定    

 

２．東京体育学会研究助成事業  

 

３．研究会の開催（年２回）  

    平成 27 年度第１回研究会（第 89 回） 平成 27 年 7 月 3 日：早稲田大学  

伏見キャンパス  

    平成 27 年度第 2 回研究会（第 90 回） 平成 27 年 11 月中旬：開催場所は未定  

 

４．研究誌「東京体育学研究第７巻」の刊行  （平成 27 年 11 月発行）  

   

 

５．会報「とうきょう」の発行  

    「とうきょう」（2014. No.1）平成 27 年７月中旬発行  

    「とうきょう」（2014. No.2）平成 27 年 11 月中旬発行  

    「とうきょう」（2015. No.3）平成 28 年 2 月中旬発行  

                                Web 上に掲載  

６．諸会議の開催  

    常任理事会（ 2 回）平成 27 年 7 月上旬、平成 27 年 11 月中旬  

    理事会（ 2 回）  平成 27 年 6 月上旬、平成 28 年 3 月上旬 

    総会（1 回）    平成 28 年 3 月上旬  
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2015 年 2 月  

 

東京体育学会  研究助成事業  

2015 年度 募集要項  

東京体育学会  

 

１．主旨  

東京体育学会は，体育に関する科学的研究を行い、体育学の発展を図り、体育の実践

に寄与することを目的としています．本助成は，体育学・スポーツ科学に関する科学

的研究を促進し，東京体育学研究のさらなる促進および若手研究者の育成を主旨とし

て実施するものです．  

２．研究課題  

  自由課題（１件 20 万円，全体で 2 件）  

申請者自身が課題を設定し，実施する研究に対して助成いたします．  

東京体育学研究の目的に沿う研究であれば課題は問いません．  

（上記助成額は所属機関の間接経費（いわゆるオーバーヘッド）を含めた金額です）  

３．助成要件および助成対象者の責務  

①下記の申請資格を満たす研究者が主体的に行う研究であること  

②助成金受領後 1 年間で予定したデータ収集を終えることが可能なこと  

③成果を助成金受領後２年以内に学会誌『東京体育学研究』に論文として投稿するこ

と（投稿に際しては通常の論文と同じ扱いとする．論文の採否は問わない．）  

４．申請資格  

  ①本学会の会員（申請時点）  

②35 歳以下の研究者（申請時点）  

（学生の応募も認めるが指導教員が共同研究者として加わること．  

申請者は個人に限り，団体名での申請は認めない）  

  ③原則として所属機関での資金管理が可能である者  

（共同研究者に可能な者が含まれている場合も認める）  

  ④原則として科学研究費補助金の応募資格を有する機関に所属する者  

   （共同研究者に可能な者が含まれている場合も認める）  

  ⑤学会誌『東京体育学研究』への投稿まで責任をもって研究を推進出来る者  

 

５．応募手続  

申請書に必要事項を記入し，５月３１日（土）（消印有効）までに学会事務局に簡易

書留扱いで郵送してください．申請は１人１件のみとします（共同研究者としての申

請は除く）．  

  提出先）〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1221-1 日本体育大学  横浜健

志台キャンパス  スポーツバイオメカニクス研究室内 東京体育学会事務局 

宛  
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６．選考方法  

本学会の会長，理事長，研究担当理事及び会長の指名する会員によって，申請書に基

づき審査・選考を実施し，理事会において決定いたします．  

 

７．選考基準の概要  

下記点を考慮した上で総合的に判断いたします．  

・本学会の目的への適合性  

・独創性および発展性  

・研究計画の具体性  

・研究費使途の妥当性  

 

８．採否連絡および助成の時期  

2015 年 6 月中に採否について決定し，その結果を申請者に通知いたします．その後、

7 月に助成いたします．  

 

９．報告書および会計報告書の提出  

学会誌『東京体育学研究』に投稿された原稿（採択された場合は採択原稿）を研究報

告書といたします．また，研究終了後１ヶ月以内に会計報告書を提出してください． 

 

１０．助成金の返還  

助成要件が満たされなかった場合，責務が果たされなかった場合，助成金の不正使用

や同一課題に対する他団体からの重複助成が発覚した場合などにおいては，助成金全

額の返還を求めることがあります．  

 

１１．個人情報の取り扱い  

申請書の個人情報について本助成以外の用途に用いることはありません．なお，採択

された課題については，研究題目，目的（概要），氏名，所属機関，職位（学年）を

公表いたします．  

 

１２．その他  

・原則として，助成額は間接経費を含めた金額となります．所属機関の間接経費額を

調べた上で研究計画を立案してください．  

・本助成によって得られた成果を発表する際は，本学会より助成を受けた研究である

ことを明記してください．  

・原則として，助成金の管理は所属機関で行い，個人口座での管理は認めません．所

属機関による助成金の管理が不可能な場合には，採択の通知を受けた際に速やかに

事務局にご相談ください（領収証等の提出が必要となります )．  

・申請書は返却いたしません．  
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平成 27・28 年度 理事構成 

（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日） 

 

◎会長    深代  千之  (東京大学 ) 

 

◎理事長   船渡  和男  (日本体育大学 ) 

 

◎常任理事  

庶務・会計  ○村岡  哲郎  (日本大学 ), 太田  あや子  (武蔵丘短期大学 ) 

＊山岸  道央  (日本体育大学 ) 

広報      ○宮地  元彦  (国立健康・栄養研究所 ), 田原  淳子  (国士舘大学） 

＊稲葉  優希  （国立スポーツ科学センター） 

研究       ○角田  直也  （国士舘大学），平野  裕一  (国立スポーツ科学センター)， 

川上  泰雄  (早稲田大学 )，池田  延行  （国士舘大学）， 

＊袴田  智子  （国立スポーツ科学センター）  

編集      ○萩  裕美子  (東海大学 )，丸山  剛生  (東京工業大学 )， 

及川  佑介  (東京女子体育大学 )，佐々木  玲子  (慶應義塾大学 )， 

近藤  智晴  （日本体育大学），＊柏木  悠  (日本体育大学 ) 

監事          ○沢井  史穂  (日本女子体育大学 )，池川  繁樹  (十文字学園女子大学 ) 

 

（○責任者，＊幹事  会長推薦） 

 

◎理事  

阿江  美恵子  （東京女子体育大学），跡見  順子  （東京農工大学），荒井  啓子  （学習院女子

大学），池川  繁樹  （十文字学園女子大学），池田  延行  （国士舘大学），石井  直方  （東京大

学），＊稲葉  優希  （国立スポーツ科学センター），及川  佑介  （東京女子体育大学），太田  あや

子  （武蔵丘短期大学），川上  泰雄  （早稲田大学），菊  幸一  （筑波大学），久保  啓太郎  （東

京大学），近藤  智晴  （日本体育大学），佐々木  玲子  （慶應義塾大学），沢井  史穂  （日本女

子体育大学），寒川  恒夫  （早稲田大学），田原  淳子（国士舘大学），角田  直也  （国士舘大

学），友添  秀則  （早稲田大学），内藤  久士  （順天堂大学），＊袴田  智子  （国立スポーツ科学

センター），萩  裕美子  （東海大学），平野  裕一  （国立スポーツ科学センター），舛本  直文  （首

都大学東京），松田  恵示  （東京学芸大学），丸山  剛生  （東京工業大学），水村  真由美  （お

茶の水女子大学），宮地  元彦  （（独）国立健康・栄養研究所），村岡  哲郎  （日本大学），山口  

順子  （津田塾大学），吉岡  伸輔  （東京大学），若山  章信（東京女子体育大学），（50 音順） 

 

◎幹事  WEB 管理  柏木  悠 (日本体育大学 ), 山岸  道央 (日本体育大学 ) 

 

◎事務局  加藤智子  
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