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Ⅰ．体育史学会 2012 年度学会大会（例年の春季定例研究会）の開催について
体育史学会 2012 年度学会大会は，下記のとおり 5 月 12 日（土）および 13 日（日）の両日，
広島県福山市の福山平成大学において開催することになりました。発表を希望される会員は，
3 月 23 日（金）までに発表要旨（抄録）を MS-WORD 書式で作成し，その貼付ファイルを体育史
専門分科会事務局の榊原浩晃会員のメールアドレス（hiroakis@fukuoka-edu.ac.jp) にお送りくだ
さい。

なお，発表要旨（抄録）は A4 サイズ， 40 字× 40 行× 2 頁以内で作成してくださ
い。（プログラムや会場までのアクセスなどの詳細については，ＨＰおよび次号の会報で
お知らせいたします。）
学会大会（春季定例研究会）は都筑 真会員（福山平成大学）のお世話により，下記の要
領で開催されます。
期日：平成 24 年 5 月 12 日（土）及び 13 日（日）
場所：福山平成大学（〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸 117-1
084-972-5001(代表) ＪＲ福塩線「万能倉（まなぐら）駅下車」 徒歩約 15 分
開催場所（研究発表および懇親会）の詳細は，次号会報（平成 23 年 4 月 15 日発行
予定）及び体育史学会（体育史専門分科会）ホームページをご覧下さい。
（http:/ /w ww. taii kushi. or g ）
第１日目，一般研究発表・体育史研究・研究方法セミナー（新企画）および懇親会（12 日）
，
第 2 日目研究発表・総会（13 日）の予定です。
5 月 12 日（土）14:00～17:30 一般研究発表，研究セミナー終了後 懇親会を開催します。
5 月 13 日（日） 9:00～11:30 一般研究発表，11:30～12:30 総会
研究発表は，発表時間 25 分質疑 15 分，計 40 分程度を予定しますが，演題数により，
多尐の増減があることをお含み置き下さい。春の研究集会プログラムや懇親会の詳細は次
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号にてお知らせいたします。冊子体の発表抄録集も作成し，全会員に発送する予定です。
新企画（体育史研究・研究方法セミナー）
16:30～17:30 第１日目 一般研究発表終了後
（趣旨）
一般研究発表に加えて，学会大会で若手の先生方や院生へのレクチャー形式で「体育史研
究・研究方法セミナー」（仮称）と 題する内容をプログラムに挿入し，今回は広島大学の楠
戸一彦先生にご登壇いただけることになりました。
演者 楠戸一彦（広島大学） 「歴史研究の課題－実証と解釈」
座長 有賀郁敏（立命館大学）

Ⅱ．2011 年度秋の定例研究会および懇親会のご報告
秋の定例研究会及び懇親会は，山田理恵会員（鹿屋体育大学）
，掛水通子会員（東京女
子体育大学）のお世話により，平成 23 年 12 月 24 日（土） 鹿屋市内ホテルさつき苑
で開催されました。
（研究発表１） 竹下幸佑 （筑波大学大学院）
「幕末から大正期までの鹿児島における近代体育の導入・展開と 剣術の継承」
（研究発表２） 木下秀明
「『マスゲーム』の導入とその後」
Ⅲ．日本体育学会体育史専門分科会臨時総会のご報告および体育史専門分科会会員の
体育史学会（平成23年9月25日設立）正会員への 移行について
さる平成23年9月25日（（社）日本体育学会第62回大会第２日目）に体育史専門分科会の臨
時総会が開催され，標記のように体育史学会が設立されました。体育史学会の設立は，（社）
日本体育学会の一般社団法人化への改革の際に各専門分科会に検討が求められた事項であり
ましたが，独立学会化することで（財）日本学術会議への協力学術団体への申請の道を開くこ
とにもなり，機関誌『体育史研究』の学術誌としての位置づけも現在より確固たるものになる
ものと将来的に期待されます。
新たに設立された体育史学会は，これまでの体育史専門分科会と比べて，会員の権利や会員
へのサービスには特段の変わりはありません。体育史学会会則にございますとおり，会費も
4,000円とし，その徴収方法も現時点では変更なく，（社）日本体育学会の自動引き落としが
ご利用いただけます。準会員（（社）日本体育学会の会員ではなく体育史専門分科会のみに所
属されていた会員）あるいは自動引き落としをご利用いただいていない会員のみなさまには，
これまでどおり郵便振替やゆうちょ銀行口座への振り込みもご利用いただけます（平成24年３
月までは，現在の加入者名「体育史専門分科会」がご利用いただけます）。
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〔補足説明〕
１．（社）日本体育学会は一般社団法人への移行とそのための手続きを進めており，目下その
過程にありますが，平成24年4月1日の一般社団法人への移行後は，体育史専門分科会は，専門
領域「体育史」となります。
２．体育史専門分科会にはこれまで準会員と会員の区別がありましたが，体育史学会では正会
員となります。そして，新たに学生会員の会員種別を設けています。
Ⅳ． 日本体育学会第 63 回大会におけるシンポジウムおよびキーノートレクチャーの実施につ
いて

平成 24 年 8 月 22 日～24 日に開催される日本体育学会第 62 回大会（東海大学湘南キャ
ンパス）において，専門領域「体育史」企画として以下のシンポジウムとキーノートレク
チャーを実施する予定です。日時は，現時点の予定であり，変更の可能性もあります。
（１）体育史専門分科会シンポジウム
「日本におけるスポーツ用品製造・販売業の発達」
（仮題）
◇コーディネーター：大熊廣明（筑波大学）
◇シンポジスト
・水野利昭氏（ミズノ株式会社社長室長）：ミズノ（株）の創業者水野利八に関する内容で
ご発表いただく予定
・西澤保佑氏（株式会社西沢書店代表取締役社長）：西沢書店、西沢スキーの歴史に
ついてご発表いただく予定（元・西沢スキー・オーナー、『あのスキーはどこへいった？』の著
者）
・中嶋 健氏（下関市立大学）
：美満津商店に関する内容でご発表いただく予定
・新井 博氏（びわこ成蹊スポーツ大学）
：新潟県や福井県を中心としたスキー
の普及と用具の提供に関する内容でご発表いただく予定
（２）体育史専門分科会キーノートレクチャー
「日本における運動会の歴史」
演 者：
木 村 吉 次
（中京大学名誉教授）
司 会：
來 田 享 子
（ 中 京 大 学 ）

Ⅴ． 編集委員会報告
原著４編，資料３ 編の投稿があり，編集委員会による審査手続きが進められています。第 29 号
は刊行時期までに審査が終了した論文に，日本体育学会第 62 回大会時のシンポジウム報告を加
えて発行する予定です。
なお，『体育史研究』への投稿は随時受け付けております。詳細については『体育史研究』第 20
号以降に掲載されている投稿規程をご覧ください。投稿先は編集委員の來田享子先生の所属勤務
先です。『体育史研究』に投稿される会員の皆様は，投稿原稿送付先にお送り下さい。

〒４７０−０３９３ 豊田市貝津町床立１０１
中京大学スポーツ科学部 來田享子先生研究室気付
「体育史研究」編集委員会
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電話
０５６５−４６−６５６８（研究室直通）
E-mail kraita@sass.chukyo-u.ac.jp
Ⅵ．次期（社）日本体育学会代議員選挙（体育史専門分科会〔平成 24 年 4 月以降は専門領域
体育史〕選出）について
（社）日本体育学会本部事務局では，標記選挙事務が開始されました。1 月中旬に選挙に関す
る投票用紙，返信用封筒などが，本部事務局から会員に送られます。開票は，平成 24 年 2 月
24 日（金）に本部事務局で行われることになっています。

Ⅶ．渉外関係のアナウンスメントについて
（１）池田恵子先生からの研究セミナーの企画について
詳細は、以下の PDF ファイル（ウェブサイト）をご覧下さい。
http://ds0.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kikeda/Seminar%20Flyer%202.pdf
当日参加も可能ですが、会場準備の都合上、人数を把握する目的で
ご参加をご希望される方は、池田先生までご連絡いただけますと幸いです：
kikeda@yamaguchi-u.ac.jp
Comparative Studies between UK and Japan: Visual Turn and Sport
日英比較セミナー―“ヴィジュアル・ターンとスポーツ”―
と き：2012 年 3 月 3 日(土) 13 時 30 分～（13 時から受付）
場 所：龍谷大学 大宮キャンパス （西黌(せいこう)大会議室）
ご 講 演：
“ヴィジュアル・ターンとスポーツ”
Professor Mike Huggins マイク・ハギンズ
現 在：英国カンブリア大学名誉教授
受賞歴：NASSH 北米スポーツ史学会・学会賞受賞 (2001)
ISHPES 国際体育スポーツ史学会・学会賞受賞(2009)
ゲスト・スピーカー：
“イメージや視覚から読み解く、近代日本スポーツ史にみる「和魂」と「洋才」の文化論”
奈良女子大学名誉教授 小田切毅一
☆参加申込(参加費:1000 円)：山口大学 池田恵子：kikeda@yamaguchi-u.ac.jp
★会場に関する問い合わせ：龍谷大学 佐々木浩雄 ：sasaki@let.ryukoku.ac.jp
C.f. ハギンズ氏のご講演は 2 月 27 日 / 広島大学 (楠戸一彦：kkusudo@hiroshima-u.ac.jp）及び
3 月 1 日/ 山口大学 (池田: kikeda@yamaguchi-u.ac.jp) においても開催の予定です。参加希望者
は、上記までお問い合わせ下さい。

（２）新井博先生，池田恵子先生からの ISHPES（国際体育・スポーツ史学会）のアナウンスメント
について
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XIII th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport and XII th
Congress of the Brazilian Society for the History of Physical Education and Sport
July 9-13, 2012, Rio de Janeiro, Brazil
The International Society for the History of Physical Education and Sport(ISHPES) and the Brazilian
Society for the History of Physical Education and Sport will hold a joint Congress at Gama Filho
University in Rio de Janeiro, Brazil.
IMPORTANT DEADLINES
Deadline for abstracts and symposium: March 10, 2012
Notice of acceptance: May 10, 2012
Inscription up to March 17, 2012: US$ 150
Inscription up to May 19, 2012: US$ 200
Inscription up to July 9, 2012: US$ 250
FURTHER INFORMATION
Only paid-up ISHPES members can present a paper. The preferential congress language is English.
Abstracts should be submitted in English. Some sessions may be conducted in Spanish. The Brazilian
congress sessions may be conducted in Portuguese. The Congress will have services of simultaneous
translation.
For further information, e. g. about the place of the congress, transportation facilities, accommodation,
places to go, museums, churches and beaches, see http://ppgefugf.ning.com/
or contact mail to: svotre@gmail.com

Ⅷ．会報の電子化に伴う会員による e-mail の登録について（お願い）
（１） 会報の電子化により，体育史専門分科会会員は事務局まで以下の要領で e-mail
アドレスをお知らせ願います。事務局で会員メールリストを作成し，登録いたします。
〔e-mail アドレス使用の用途〕
①から③の用途に会員のメールアドレスを使用し，その他の用途には使用しないこととす
る。
① 体育史専門分科会会報（添付資料 MS-WORD 書式）を配信するために会員（正会員，
準会員，名誉会員）からお申し出のアドレスを使用する。複数のアドレスでもよいこ
ととする。ただし，携帯電話のメールアドレスは不可とする。
② 体育史専門分科会に関する事務局からの連絡や会員への問い合わせに使用する。
③ (社)日本体育学会事務局からの体育史専門分科会会員への連絡事項や会員への問い合
わせに使用する。
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〔e-mail アドレスの事務局への登録方法〕
１） 事務局長のメールアドレス（榊原浩晃，福岡教育大学，hiroakis@fukuoka-edu.ac.jp）
にメールを送付する。件名：体育史専門分科会メール登録，メール本文に「会員氏名，
メールアドレス」を入力する。
２） 事務局長からのメール返信（会員メールアドレス，このメールが体育史専門分科会事
務局へ登録されました。
）によって，登録手続きが完了したこととする。
メール返信は，自動化されていませんので，事務局長不在の際は，返信が遅れること
があります。返信がない場合は，再度送信していただくか，メールか，ファックスで
問い合わせて下さい。
（２） ＨＰに会報をアップした旨のメールを登録メールアドレス宛に配信いたします。
そして，会報の内容を体育史学会ホームページ（体育史専門分科会ホームページ）
（http://www .ta iiku shi.or g）よりご覧いただくようにしております。次回会報は
春の研究集会のプログラムを中心に編集し，4 月上旬に発行いたしますが，研究集会のご
案内及びプログラムは体育史専門分科会ホームページを通じて迅速にお知らせいたします。
また，会報の受け取りや事務局からの連絡について，e-mail をお使いにならない会員は，
はがきか封書でその旨事務局にご連絡下さい。e-mail をお使いにならない会員に対しては，
そのお申し出を受けて封筒による紙媒体で会報をお送りいたします。

Ⅸ．会費を銀行口座からの自動引き落としによって納入されていない会員（準会員）の方へ

平成 23 年度会費を未納の方は，郵便振替または，ゆうちょ銀行への振り込みをご利
用下さい。
郵便振替口座番号 ０１０５０－０－７４６５４ 加入者名：体育史専門分科会
または
ゆうちょ銀行 店番１０９（イチゼロキュウ店）
預金種目 当座 口座番号 ００７４６５４ 受取人名 ﾀｲｲｸｼｾﾝﾓﾝﾌﾞﾝｶｶｲ
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