
 

大阪体育学会	 平成 25 年度総会議事録	 

	 

日時	 	 平成 26 年３月 16 日（日）13:00～13:50	 

場所	 	 近畿大学東大阪キャンパス	 （Ｂ館 204）	 

	 

開催に先立ち、1 月 6 日にご逝去された辻野昭元会長に哀悼の意を表して黙祷

が行われた。	 

	 

１．開会の辞	 河鰭理事長	 

２．会長挨拶	 伊藤章会長	 

３．報告事項	 

河鰭理事長より、以下の事項について報告された。	 

	 １）会員異動（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 16 日	 現在）	 

入会 25 名，退会 12 名，転入６名,転出４名	 

（現在の会員数）	 

名誉会員 20 名（前年度 18 名）	 

正会員	 442 名（前年度 447 名）	 

賛助会員	 	 1 名（前年度	 1 名）	 

	 

	 ２）平成 25 年度事業報告	 

(1)	 大阪体育学研究（第 52 巻）の発行（平成 26 年３月 20 日）	 

(2)	 大阪体育学研究（Supplement	 第 52 巻）の発行（平成 26 年３月１日）	 

(3)	 大阪体育学会第 52 回大会の開催（平成 26 年 3 月 16 日）	 

大会テーマ:「いのちが輝く生涯スポーツ」	 

	 	 ・一般発表（14 演題）・学生企画発表（8題）	 

・基調講演「成人期以降における筋への有効なトレーニングの方法」	 

講師	 谷本道哉氏（近畿大学生物理工学部）	 

・シンポジウム	 

「スポーツとエイジングの良好な関係を考える」	 

①「マスターズスイミングの実践とその有効性について」	 

高橋伍郎氏(筑波大学名誉教授)	 

②「日本女性にみる武道文化の伝承と生涯学習について」	 

福田啓子氏(奈良県なぎなた連盟理事長)	 

③「マスターズ甲子園の開催からみる	 

スポーツプロモーションの可能性」	 

谷めぐみ氏（マスターズスポーツ振興支援室）	 

・特別企画；学生の企画と運営による研究発表会	 



 

・理事会／総会	 

・大阪体育学会本部企画「これからの体育・スポーツ指導について」	 

（4)	 会報の発行	 

	 	 	 第 48 号（平成 26 年３月）ホームページ掲載	 	 	 	 

（5)	 講演会の開催（企画委員会）	 

開催なし	 

（6)	 理事会の開催	 

	 第１回（平成 25 年	 4	 月 20 日	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第２回（平成 25 年	 6	 月 29 日	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第３回	 (平成 25 年 10 月 12 日	 	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第４回（平成 25 年 12 月	 7	 日	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第５回	 (平成 26 年	 2	 月 15 日	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第６回	 (平成 26 年	 3	 月	 1	 日	 	 関西学院大学梅田キャンパス）	 

	 	 第７回（平成 26 年	 3	 月 16 日	 	 近畿大学Ｂ館 202）	 

（7)	 各種委員会の開催	 

	 	 	 必要に応じて随時理事会前に行った。（学会大会委員会・編集委員会）	 

（8)	 領域別研究会の開催	 

	 	 教育領域研究会	 コーディネータ；北田和美先生	 

第 1回目	 体育教師をどう育てるか?!-体育教師の資質・能力を考える-	 

司会；北田和美先生、林修先生	 

日時；平成25年	 6	 月1	 日（土）15	 時～16	 時45	 分	 

会場；近畿大学会館	 

講師；	 

「体育コースの実践とコアカリキュラムから」	 

梅野圭史先生（鳴門教育大学）	 

「体育コースの実践と実習のシステムから」	 

上原禎弘先生（兵庫教育大学）	 

「海外の大学教育の事例から」	 

長田則子先生（兵庫教育大学大学院博士課程）	 

「教育現場から」	 

井上淳司先生（大阪市立豊崎本庄小学校校長）	 

	 	 

第 2回目	 体育教師の資質を考える	 

司会；北田和美先生、梅野圭史先生	 

日時；平成25年	 10	 月12	 日（土）15	 時～17	 時00	 分	 

	 	 	 	 会場；関西学院大学	 梅田キャンパス10階	 1001教室	 

講師；	 



 

「体育の教科としての存在理由を問う」	 

梅野圭史先生（鳴門教育大学教授）	 

「教師としての資質能力を問う‐体育という教科を窓口にして‐」	 

井上淳司先生（大阪市立豊崎本庄小学校校長）	 

「体育教師へのまなざし」	 

白石真二先生（大阪市立田川小学校校長）	 

 
スポーツ領域研究会	 コーディネータ；石川昌紀先生	 

「バイオメカニクス研究法への招待（宿泊ワークショップ）」 
日時；平成 25 年 1 1 月 1 6 日（土）1 3 : 0 0 から 

1 1 月 1 7 日（日）1 4：0 0 まで 
会場；大阪体育大学	 R 1 0 4 教室	 バイオメカニクス実験室 
講師；石川昌紀先生 
（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科バイオメカニクス研究室） 

	 (9)	 ホームページの管理・運営	 

(10)	 役員選挙	 

（11)	 学会賞・奨励賞の選出・表彰	 

	 

３）会則および諸規程の変更について	 

	 淵本編集委員長より、資料１～４に基づき、以下の規程の一部改正につい

て説明があった。	 

	 	 	 (1)大阪体育学研究投稿規定の一部改正について	 

(2)大阪体育学研究編集規定の一部改正について	 

(3)二次出版論文の取り扱い内規について	 

	 

４）大阪体育学研究 web 投稿について	 

河鰭理事長より、大阪体育学研究 web 投稿が、ウィルス等の問題により現

在停止状態にあること、安全に利用できるように、ホームページ管理会社

に新たなシステムの構築を依頼し、4月以降に web 登録が可能になるように

調整していることが報告された。	 

	 

５）その他	 

	 特になし	 

	 

４．審議事項	 

	 	 １）平成 26・27 年度役員について	 

	 	 	 河鰭理事長より、平成 26・27 年度役員について報告された。審議の結果、



 

以下の構成員が承認された。また、理事より女性理事の人数を十分に反映

するために選挙制度の改革も視野に入れた方策の検討をしていただきたい

という意見があった。伊藤会長より、今回は会長推薦理事として、女性理

事の人数を確保したいと報告された。	 

	 

会	 長	 伊藤	 章	 

	 副会長	 中塘二三生	 佐川和則	 	 	 

	 理事長	 熊本和正	 	 	 	 

	 理	 事	 荒木雅信	 石川昌紀	 伊藤美智子	 梅野圭史	 梅林	 薫	 小田伸午	 

上原禎弘	 河鰭一彦	 北田和美	 	 後藤幸弘	 齋藤好史	 新宅幸憲	 

髙本恵美	 田中	 譲	 田邉	 智	 	 津田忠雄	 土屋裕睦	 灘	 	 英世	 

林	 	 修	 林	 	 直也	 淵本隆文	 	 	 溝畑	 	 潤	 三野	 耕	 	 三村寛一	 

渡辺一志	 弘原海	 剛	 	 

	 監	 事	 小松敏彦	 増原光彦	 

	 

２）平成 24 年度会計決算について	 

	 林直也理事（事務局会計担当）、資料５に基づき、平成 24 年度会計決算につい

て報告された。小松敏彦監事より会計監査の結果、適正であることが報告され

た。審議の結果、承認された。	 

	 	 

３）平成 26 年度事業計画（案）	 

	 河鰭理事長より、平成 26 年度事業計画について説明があり、審議の結果、以下

の事業が承認された。	 

（1)	 大阪体育学研究（第 53 巻）の発行（平成 27 年 3 月予定）	 

（2)	 大阪体育学研究（Supplement	 第 53 巻）の発行（平成 27 年 3 月予定）	 

（3)	 大阪体育学会第 53 回大会の開催（平成 27 年 3 月 15 日予定）	 

（4)	 会報の発行（HP に掲載）	 第 49 号（平成 27 年 3 月頃）	 

（5)	 講演会の開催（企画委員会）	 

（6)	 理事会の開催（７回の開催を予定）	 

（7)	 各種委員会の開催	 

（8)	 領域別研究会の開催	 

（9)	 研究方法セミナーの開催	 

（10)	 ホームページの管理・運営	 

（11)	 学会賞・奨励賞の選出・表彰	 

	 

４）平成 26 年度会計予算（案）	 

林直也理事（事務局会計担当）より、資料６に基づき、平成 26 年度会計予算に



 

ついて報告された。審議の結果、承認された。	 

	 

５）日本体育学会名誉会員の推薦	 

	 河鰭理事長より、生田香明先生、羽間鋭雄先生・溝畑寛治先生、増原光彦先生、

三野耕先生を日本体育学会名誉会員に推薦することが提案され、審議の結果、

承認された。	 

	 

６）大阪体育学会会員メーリングリストについて	 

	 河鰭理事長より、現在、大阪体育学会では電子メールにおけるメーリングリス

トが諸般の事情により存在しないことが報告された。そこでホームページ管理

会社と連携しセキュリティーを強化、法制度上の整備を行った上で、学会活動

を円滑に行う為にメーリングリストを作成・使用することが提案された。審議

の結果、承認された。	 

	 

７）その他	 

	 特になし。	 

	 

５．学会賞・奨励賞の表彰	 

	 学会賞が「大学男子短距離選手における“マルチヒップジョイントボード”を

用いたヒップジョイントトレーニングの試み」の筆頭著者仲田秀臣氏に授与さ

れた。奨励賞には佐野加奈絵氏他「シンスプリント治療におけるアキレス腱部

への押圧刺激に伴う血流と筋硬度の変化」が選出された。伊藤章会長からそれ

ぞれに賞状と副賞が授与された。	 

	 

６．次期学会大会の案内	 

齋藤理事より、次期学会大会について、平成 27 年 3 月 15 日（日）、大阪産業大

学にて行う予定であることが報告された。	 

	 

７．閉会の辞	 伊藤章会長	 

	 


