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Ⅰ．体育史学会第 9 回⼤会の開催
5 ⽉に⾦沢⼤学サテライトプラザにて開催が予定されていた 2020 年度第 9 回⼤会は 8 ⽉に
延期され、学会史上初のオンラインにて開催されました。⼤学の授業等がオンライン化するな
ど⼤変な中で、多くの会員にご参加いただきありがとうございました。
〇⽇時：8/29（⼟）12:00-17:00
〇オンライン
〇参加費：無料
〔⼀般研究発表〕（発表順）
1） 新井博（⽇本福祉⼤学）／昭和 5-11 年のスキー普及と鉄道の関係について−名古屋管区
内の⻑野と福井の場合−
2） 後藤光将（明治⼤学）／近代テニスにおけるサーブ技術の変遷史
3） ⼩⾕究（流通経済⼤学）／1936 年の⽇本におけるバスケットボール競技のドリブル技術に
関する史的研究
4） 尾川翔⼤（⽇本体育⼤学）／練習する選⼿たち−1920〜30 年代における東京六⼤学野球
について
5） ⽊下秀明（元⽇本⼤学）／「体操教範」内容の推移
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6） 岩佐直樹（朝⽇⼤学）來⽥享⼦（中京⼤学）／⽇本レクリエーション協会「レクリエーシ
ョン指導者資格検定規程」制定の経緯
7） ⽯⽴克⼰（北海道⼤学⼤学院教育学院）／奥寺⿓渓の思想と少年団にみる「国際主義」
Ⅱ．2020 年度総会
第 9 回⼤会終了後、2020 年度体育史学会総会が開催されました。報告・審議事項は以下の
とおりです。審議事項はすべて承認されました。
⽇程：2020 年 8 ⽉ 29 ⽇ 16:05〜17:00
会場：オンライン
Ⅰ. 報告事項
１．2019 年度事業報告（編集委員会報告を含む）
２. ⽇本体育学会から委託された専⾨領域体育史の各種⼿続き
３. ⽇本学術会議への各種対応
４. 協⼒学術研究団体の実態調査
５．⽇本スポーツ体育健康科学学術連合への各種対応
６．2020 年度体育史学会研究助成選考報告
７．2020 年度体育史学会学会賞（若⼿研究奨励賞）選考報告
８．2020 年度体育史学会 第９回⼤会の開催⽇程変更
９．体育史学会と韓国体育史学会の交流についての覚書
Ⅱ. 審議事項
１.
2019 年度収⽀決算報告
２.
2020 年度事業計画
３.
2020 年度予算
Ⅲ. 2020 年度研究助成の採択結果および 2021 年度研究助成
2020 年度研究助成について、選考結果、下記の 2 件が採択されました。
⽯⽴克⼰（北海道⼤学⼤学院）
「拡⼤的アスレティシズムに関する研究―ボーイスカウト運動と労働者階級の包摂」
鈴⽊明哲（東京学芸⼤学）
「運動会と組体操に関する歴史的研究」
2021 年度研究助成の応募期限は 2021 年 1 ⽉ 31 ⽇（⽇）です。詳細は学会ホームページ
をご確認ください。
Ⅳ．2020 年度学会賞（若⼿研究奨励賞）の選考結果
2020 年度学会賞（若⼿研究奨励賞）として以下の論⽂が採択されました。
村井友樹（東京理科⼤学）
「岸記念体育会館（1941 年竣⼯）の建設経緯について」
Ⅴ．2020 年度臨時総会
2020 年度体育史学会臨時総会が以下のとおり開催されました。報告・審議事項は以下のと
おりです。審議事項はすべて承認されました。
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⽇時：2021 年 1 ⽉ 24 ⽇（⽇）13:00〜14:15
会場：オンライン
Ⅰ．報告事項
1． ⽇本体育学会からの委託による各種委員にについて
2． ⽇本体育学会第 71 回⼤会における企画について
3． 2021 年度体育史学会第 10 回⼤会について
4． ⽇本体育学会若⼿研究者委員会報告
Ⅱ．審議事項
1． 会則および役員選挙規程の改正について
2． ⽇本学術会議正会員任命拒否問題への対応について
Ⅵ．体育学会への各種委員の派遣について
体育学会体育史専⾨領域として以下の委員を派遣しています。
1． 応⽤（領域横断）研究部会の委員
① スポーツ⽂化研究部会：榎本 雅之 会員
② 学校保健体育研究部会：⽊村 華織 会員
③ 競技スポーツ研究部会：⼩⾕ 究 会員
④ ⽣涯スポーツ研究部会：後藤 光将 会員
⑤ 健康福祉研究部会：都築 真 会員
2． 体育学研究編集委員
中嶋 健 会員・後藤 光将 会員・藤坂 由美⼦ 会員・鈴⽊ 明哲 会員
3． IJSHS 編集委員
佐々⽊ 浩雄 会員・榎本 雅之 会員・秋元 忍 会員
4． 学会賞選考委員会委員
⽥原 淳⼦ 会員
Ⅶ．2021 年度体育学会第 71 回⼤会の企画について
2020 年度⽇本体育学会総会において、応⽤（領域横断）研究部会の設置が承認されまし
た。これに伴い、今後の学会退会において、テーマ別シンポジウムとテーマ別研究発表を中
⼼に据えた運営が検討されています。第 71 回⼤会において、体育史専⾨領域としては、専
⾨領域シンポジウムおよびキーノートレクチャーは実施しません。
Ⅷ．2021 年度体育史学会第 10 回⼤会の開催について
体育史学会第 10 回⼤会は、下記のとおり開催することになりました。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡⼤等を鑑み、体育史学会第 10 回⼤会は、2021 年 6 ⽉ 19 ⽇（⼟）の 1 ⽇
のみ開催します。対⾯・オンラインどちらの形式で開催するのかについては、準備の都合
上、遅くとも 5 ⽉初旬には決定したいと考えています。開催⽅法が決まりましたら、改めて
皆さまにご連絡します。皆さまの発表申込みとご参加をお待ちしております。
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・⽇程：2021 年 6 ⽉ 19 ⽇（⼟）
・会場：中京⼤学（対⾯・オンラインいずれか）
＊対⾯の場合は、中京⼤学名古屋キャンパスを予定
・世話⼈：來⽥ 享⼦ 会員・⽊村 華織 会員
・参加費：（対⾯）会員 1000 円、⾮会員 2000 円（学⽣は無料）
（オンライン）会員・⾮会員・学⽣を問わず無料
・プログラム（予定）：
＜⼀般発表＞
発表 20 分、質疑 10 分（計 30 分）
※発表時間などは、演題数によって変更することがあります。
＜研究⽅法セミナー＞
「『近世⽇本養⽣論における⾝体観の研究』を通して」（仮題）
⽚渕美穂⼦会員（和歌⼭⼤学）
＜情報交換会＞
新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌及び予防の観点から、開催しません。
・発表申込み
発表を希望される⽅は、以下の要領で抄録を作成し、メールに添付して体育史学会事務
局までお送り下さい。
締切：2021 年 5 ⽉ 15 ⽇（⼟）
申込先：体育史学会事務局（taiikushi_office@taiikushi.org）
抄録作成要領：MS‐Word 作成、A4 サイズ、40 字×40 字×2 ページ以内
・参加申込み
オンライン形式での開催になった場合、参加申込をお願いする可能性がございます。そ
の際は、開催⽅法が決まり次第、改めてご連絡差し上げます。
・その他
⼤会プログラムの詳細はホームページや会員メーリングリストにてお知らせします。
冊⼦体の発表抄録集を作成し、会員の皆さまに発送する予定です。
Ⅸ．事務局からのお願い
１．所属・連絡先の変更について
所属や連絡先に変更が⽣じた⽅は、登録内容変更の⼿続きをお願いいたします。
1） ⽇本体育学会会員の⽅
→ ⽇本体育学会ウェブサイトの「⼊会・各種⼿続」へ
2） ⽇本体育学会の会員ではない⽅
→ 体育史学会の事務局へ（連絡先は会報の冒頭部分をご参照ください。）
２．2021 年度役員選挙について
2021 年度には役員選挙が実施されます。役員選出規程第 4 条(2)にもとづき、当該年度の総
会 1 カ⽉前には投票が完了するスケジュールにて実施します。現在の予定では 5 ⽉中旬には
投票が終わるよう進めることになりますので、投票へのご協⼒をお願いいたします。
Ⅹ．⼊会・所属変更・退会者の情報
＜⼊会・所属／会員種別変更＞
⽮吹 照幸（北海道⼤学）
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⻄島
廣
中嶋
⼩松
町⼭
関⼝
⻘柳
鈴⽊
若槻

⼤祐（鎌倉⼥⼦⼤学短期⼤学部）
美⾥（名古屋学院⼤学スポーツ健康学部）
哲也（茨城⼤学）
恒誠（⼭形⼤学）
太郎（(学)町⼭学園まどか幼稚園）
雄⾶（⽇本体育⼤学⼤学院）
秀幸（国⼠舘⼤学⼤学院）
楓太（京都先端科学⼤学）
稜磨（北海道⼤学⼤学院）

＜退会＞（退会⽇付順）
⼤櫃 敬史（北海道⼤学）
⻄村 秀樹（九州⼤学）
德久 貴男（岸和⽥市⽴福祉総合センター）
叶
楊 （筑波⼤学⼤学院）
中村 ⺠雄（福島⼤学）（2021.3..31 付）
岸⽥ 眞⼸（聖徳⼤学短期⼤学部）（2021.3.31 付）
以上
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