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 発刊日 平成24年8月31日  

 

 

 

    第 70号   発 行 奈 良 体 育 学 会 

事務局： 奈良教育大学教育学部 保健体育講座 （ 〒630-8528 奈良市高畑町 ） 

                                                                                                                    

学会大会案内号 

本年度から役員・スタッフが一新され、事務局が奈良女子大学から奈良教育大学に移りました。今

回の会報では、新会長の挨拶、役員選挙の結果、平成 24年度第１回・第 2回理事会報告、そして、

12月 8日（土）に予定されています研究大会案内が主な内容となっております。 

 研究大会については多領域の研究者と意見交換を図り、今後の研究の進展、生活の充実に役立てて

いただく機会とするという本来の姿勢に立ち戻りたいと考えております。中間報告としての意見交換

や、領域を超えた議論を刺激する話題提供等も歓迎します。そのためにも多領域からの出席者をお待

ちしております。よろしくお願いします。 

 

ご挨拶 

奈良体育学会の会長に就任して 

                                  井上洋一（奈良女子大学） 

 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度、役員選挙後の理事会におきまして岡澤前会長の後を引き継ぐこととなりました。微力では

ありますが、新役員の方々の力を借りながら奈良体育学会の発展のために貢献したいと思います。 

 さて、昨年（2011年）我が国では「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の

権利」と前文で謳ったスポーツ基本法が成立し、それを受けて今年 3月には基本計画が策定されまし

た。今日運動やスポーツの持つ価値は教育、文化、交流などの側面から広く認識され、大きな期待と

ともにスポーツからの発信力も意識されてきています。奈良体育学会もこの数年取り組んできたよう

に、指導者、教育者、研究者と協力しつつ、地域の運動実践やスポーツ活動にも基盤をおきながら活

動できることを進めたいと思います。 

今後とも会員皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。



 2 

Ⅰ． 平成 24年度第 1回奈良体育学会理事会（新旧合同理事会） 

＜報告事項＞ 

1. 24-25年度役員選挙結果について（奈良体育学会選挙管理委員会より） 

 投票 24通（理事選挙 有効投票総数 154票 ／ 監事選挙 有効投票数   46票） 

 ・理事候補（７名） 

  高橋豪仁（16票）、中谷敏昭（16票）、岡澤祥訓（14票）、中谷 昭（14票）、井上洋一（10

票）、 

  松井良明（9票）、藤原素子（7票） 

   【次点】岡澤哲子（6票）、立 正伸（6票） 

 ・会計監査候補（２名） 

  成瀬九美（6票）、松本範子（4票） 

   【次点】高徳 希（２票）、寺田和史（２票）、中井隆司（２票）   

   

＜審議事項＞ 

１．平成 23年度事業について 

 （１）平成 23年度奈良体育学会総会及び学会大会 

    期日：平成 23年 11月 26日（土） 

    場所：奈良女子大学文学部北棟 N201・N202教室 

    公開シンポジウム：「くらしの充足とスポーツ：からだとどう向き合うか」 

（２）理事会の開催（3回）平成 23年 5月 20日（木）、7月 26日（火）、11月 26日（土） 

（３）奈良体育学会会報発行 第 68号・第 69号 

 （４）奈良体育学会研究年報第 16号発行 
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２．平成 23年度会計報告・平成 24年度予算案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年度　奈良体育学会　予算案

［一般会計］

＜収入＞
前年度繰越金 ¥205,056
会費 ¥181,500 H23年度年度会費納入者金額

補助金 ¥50,000 本部より

雑収入 ¥0
利子 ¥0
合計 ¥436,556

＜支出＞
会議費 ¥12,000
事務費 ¥7,000
通信費 ¥40,000
学会大会・例会費 ¥20,000
研究年報作成費 ¥140,000
アルバイト料 ¥20,000
講演謝礼 ¥80,000
予備費 ¥117,556
合計 ¥436,556
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３．新理事会に向けての引き継ぎ事項の確認について 

（1）本学会の法人化に伴う支部名称の使用について、学会より連絡があり、今後は支部名称は使え

ず地域とすることとなる。それに伴い、今後会則及び文章類の変更が必要であることが了解され

た。（支部名称を地域へ）なお、これらについては、会報で会員への周知し、総会で確認するこ

ととした。 

（2）名誉会員の確認及び推薦について 

  従来の規定を確認し、必要な規則を作成したうえで、該当者をあげることとした。 

 

４．24-25年度新役員の選出及び事務局体制について 

 種々議論の結果、互選により以下の役員体制が承認された。 

会長 ：井上洋一（奈良女子大学） 

副会長：中谷敏昭（天理大学） 

理事長：高橋豪仁（奈良教育大学） 

なお、高橋理事長より、庶務幹事に高田俊也（奈良教育大学）、会計幹事に立正伸（奈良教育大

学）、両氏の指名があり、承認された。 

 

５．会員の動向 

（1）平成 24年度日本体育学会及び奈良体育学会への新入会員（4月末日まで） 

 梅崎さゆり （天理大学）       推薦：中谷敏昭 

   大高 千明 （奈良女子大学大学院）  推薦：藤原素子 

   武澤 実穂 （奈良女子大学大学院）  推薦：星野聡子 

 堀川 真那 （奈良女子大学大学院）  推薦：藤原素子  2010.5.7 

（2）退会申し出（23年度末） 

   長野淳次郎 （天理大学） 

 

６．24年度事業計画について 

（1）学会大会、総会について 

12月 1日（土）あるいは 12月 8日（土）で日程を調整することとした。 

 学会大会の形式（案）としては、昨年同様に奈良女子大学の地域貢献事業と連携し進めること（場

所：奈良女子大学）、内容（案）としては、「幼児の運動遊び（仮）」があげられ、今後演者等を

詰めてゆくこととした。 

（2）次回の理事会は、7月 24日（木） 18時（奈良教育大学）を候補日とした。 
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Ⅱ．平成 24年度第 2回奈良体育学会理事会 

＜審議事項＞ 

１．名誉会員の確認及び推薦について 

 前年度からの引き継ぎ事項：従来の規定を確認し、必要な規則を作成したうえで、該当者をあげる。 

・慣例として、日本体育学会の名誉会員になると、奈良体育学会でも名誉会員となる。現在日本体

育学会名誉会員の山本徳郎先生を、奈良体育学会の名誉会員として推薦する。ご本人に了解を取

った上で、本年度の総会で承認する予定。 

・名誉会員規則について議論した。年齢 70歳以上、奈良体育学会の会長を経験した者を該当者と

する。なお、名誉会員は、会費の納入義務がなく、選挙権と被選挙権を持たないこととする。該

当者を確認し、本人に了解を得た上で、理事会で推薦し、本年度の総会で承認する予定。 

 

２．地域連絡協議会 

   日時：平成 24年 8月 24日（金）11:30～（30分程度） 

 会場：東海大学 湘南キャンパス 14号館 105教室 

 議題：地域の活性化について 他 

  各地域から 1名の出席が求められており、会長の井上洋一先生が出席する。 

 

３．平成 24年度学会大会について 

  ・日程：12月 8日（土） 

  ・場所：奈良女子大学（昨年同様に奈良女子大学の地域貢献事業と連携） 

      文学部北棟N201およびN202 

  ・公開シンポジウム 

    テーマ：「幼児の運動遊び」 

司会：藤原素子 

    演者：梅﨑さゆり（天理大学） 

       高徳 希 （奈良女子大学） 

       丹羽 敦巳（NPO法人バルシューレジャパン） 

       智原 江美（京都光華女子大学） 

    演者の発表時間は、15分～20分とする。 

    演者は、発表要旨を本年度の研究年報に投稿する（書式は一般発表と同じ、枚数は 4～6枚）。 

 

 ・当日の予定 
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    11:00～ 理事会（於：奈良女子大学 N118） 

    12:00～ 受付 

    12:30～ 総会 

    13:00～ 一般発表 

        公開シンポジウム 

    17:00～ 懇親会（奈良女子大学生協、担当：井上洋一先生） 

 ・参加申し込み・研究発表申し込み 

   前年度同様のやり方で、奈良教育大学の学会事務局へ 

 ・発表者は、研究年報に投稿する。 

（本年度も、研究年報に「紙上発表論文」の掲載を認める。） 

 

４．その他 

 (1)奈良体育学会会則の変更 

  事務局を更新する。 

(2) 岡本重夫（支部名誉会員）氏を名簿から削除 

 

平成２４年度奈良体育学会大会のお知らせ 

 開 催 要 領 

 期 日： 平成 24年 12月 8日（土） 

  会 場： 奈良女子大学 文学部北棟N201およびN202 

  日 程： 13時～18時（演題数により変更があります。） 

         12：00～  受付 

         13：00～ 一般研究発表、公開シンポジウム 

         17：00～ 懇親会（奈良女子大学 生協食堂を予定） 

 

 参加申し込み・研究発表申し込み  

 申し込み期限 ： 平成 24年 11月 1日（木） 

 申し込み先 ： 〒630-8528 奈良市高畑町 奈良教育大学教育学部保健体育講座 高橋豪仁 宛 
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            電話＆FAX ：0742-27-9235 

            Eメール   ：takahasi@nara-edu.ac.jp 

           

＜発表申し込み様式など＞ 

＊ 研究発表をされる方は、「発表者（共同研究者を含む）」「テーマ」、それに「約 100

字程度の内容説明」「キーワード（３語）」をつけてください。 

＊ 「奈良体育学会大会参加・発表申し込み用紙」（別紙）をお使い下さい(ファックス／

郵送)。あるいは、必要項目をメールで事務局にお知らせ下さっても結構です。  

＊ 発表された方は、下記の「研究年報原稿依頼」の要領で、研究年報に投稿して下さい。 

   ＜プログラム・大会要項など＞ 

   詳細なプログラムの内容や学会大会要項につきましては、次回会報でご案内致します。 

 

研究年報原稿依頼   

 奈良体育学会では、会員の皆様からの「奈良体育学会研究年報」への投稿をお待ちしております。

学会大会で発表していない論文も、「誌上発表論文」として掲載します。 

 

締め切り：平成 25年１月 31日(木)【消印有効】 

提出先 ：奈良体育学会事務局（奈良教育大学教育学部保健体育講座 高橋豪仁宛） 

     ※ CD-ROMなどの媒体と（添付ファイル可）、プリントアウトした印刷物とをご提出

下さい。 

              折り返し受領のお知らせをしますので、メール等の連絡先を必ず添えて下さい。 

書 式 ：用紙A4、40字×40行 一段組、図表ともで 4～6枚、上下左右の余白を 20ｍｍ 

     （過去の奈良体育学会研究年報をご参照下さい。）             

     ※ 提出いただく原稿は、オフセット印刷しますので、完成原稿でお願いします。 

 

 

※ 日本体育学会から自動的に年会費が引き落とされない会員の皆様へ 

  平成 24年度の年度会費をお納め下さい。年会費は 1,500円です。なお、2年続けて年会費を納入

しない正会員は退会とさせて頂きます。 

  【年会費振込先】 郵便振替  口座番号  ０１０００－２－２８１６９ 

                 加入者名  奈良体育学会 
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平成 24年度 奈良体育学会大会参加・発表申込用紙 

 

 

  氏  名（所属） 

 

                               （                   ） 

 

参加希望（※該当する方に○印を記入してください） 

 

 学会大会に →  参加する       参加しない 

 研究発表を →  する          しない 

 懇親会に  →  参加する       参加しない 

 

一般発表をされる方は、以下に記入願います（一題一葉で）。 

 

 

 

演題名 

 発表者氏名（所属） 【連名で発表の場合は演者に○印】 

 連絡先 

      住  所  〒                                 

                                     ＴＥＬ       （    ）             

    氏名                    ＦＡＸ       （    ）                  

                                      E-mail                              

 

 発表要旨（１００字程度）［キーワード：                                    ］ 

 

 発表時に使用する機材（該当番号に○印） 

 １．使用しない  ２．パワーポイント  ３．ビデオ（DVD） ４．その他（     

） 


