
2014年度第3回日本バレーボール学会理事会

1。 日時 :2015年 1月 11日 (日 )13:30～

2.場所 :大東文化大学	 大東文化会館K-401,402

3.出席者予定者 :遠藤俊郎会長,明石正和副会長,河合学理事長,石手靖,板倉尚子,ガリ|1宏,勝本真,刷 |1貞
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① 各委員会関係

(1)編集委員会関係

(2)企画委員会関係

(3)渉外委員会関係

(4)総務委員会関係

② その他

5。 	 調

① 第20回大会準備進捗状況について (実行委員長)

② 2015バレーボールミーティング準備進捗状況について (実行委員長)

③ 2014弔質事業報告 ω について (理事長)

④ 2014年会計報告 的 について (総務委員会会計担当)

⑤ 2015年度事業計画 ω について (理事長)

⑥ 2015年予算 ω について (総務委員会会計担当)

⑦ 2015年度調査研究費応募状況について (総務委員会)

③ バレーボール指導教本の作成について (会長)

⑨	 「バレーボールの歴史」 (イ厠豹 出版WGについて (理事長)

⑩ 顧問 0監事の推薦について (理事長)

① 理事選挙開票結果について (選挙管理委員会)

⑫ その他
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日本バレーボール学会 第 20回記念大会
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日本バレーボール学会	 第20回記念大会	 開催要頂

日本バレーボール学会

日本バ レーボール学会 第 20回 記念大会実行委員会

早稲田大学スポーツ科学学術院

2015年 3月 7日 (土)12:30～ 17:35,	 	 8日 (日 )9130～ 15:30

早稲田大学	 早稲田キャンパス・戸山キャンパス

(ア クセス方法は別紙『早稲田大学へのアクセス』を参照してください)

3。 大会参加登録方法・参加費

(1)大会参加登録方法 :2015年 1月 31日 (土)ま で,	 日本バレーボール学会第 20回記念大会参加

登録申込フォーム (http://goo.g1/forms/vBZeCvQ4RV)か ら参加登録をおこなつて下さい。ま

たは,別紙『参加登録申込書』に必要事項を記入し,フ ァックスにて日本バレーボール学会第

20回記念大会事務局に申し込んで下さい。

(2)大会参加費 :大会参加費を 2015年 1月 31日 (土)ま でに,下記口座に入金 してください。下

表に示 したように,カ テゴリーにより大会参加費は異なります。領収書が必要な場合は,事務

局に申し出てください。なお,当 日の参加登録も可能ですが,極力事前登録にご協力ください。

振込先金融機関 :	 三菱東京 UF」 銀行	 高円寺支店

店番号および口座番号 :	 店番号 :155	 普通預金	 口座番号 :1543120

日座名 :	 松井泰二 (マツイタイジ)

カテゴリー 参加費 (事前登録) 参加費 (当 日登録)

学会員 (一般) 4,000円 (2日 間) 5,000円 (2日 間)

学会員 (学生) 無料 無料

非会員 (一般) 2,500円 (1日 ) 3,000円 (1日 )

非会員 (学生) 1,500円 (1日 ) 2,000円 (1日 )

※ 学生 (大学生および大学院生)と して参加申し込みされた方は,当 日,受付で学生証の提示を

お願いします.但 し,高校生以下は無料 (大会プログラムも配布)です。

※ ノl｀ ,中 ,高校生を引率される指導者の方は事前に第 20回記念大会事務局へ御連絡ください。別

途対応させて頂きます (参加費無料).

※	 ビデオ撮影,講演録音及び講演中の SNS等への投稿は厳禁といたします。ただし,取材等につ

いては,受付にて申請し,その許可を得てください。

4。 一般研究発表申込方法,発表方法および機関誌掲載用抄録の提出等

(1)発表申込方法 :一般研究発表を希望する者は,別紙『一般研究発表申込要領』に従い,2015

年 1月 31日 (土)までに手続きを完了してください。

(2)発表方法 :全てポスター形式の発表とします.ポスターは別紙『一般研究発表申込要領』に従

い作成してください。

(3)機関誌掲載用抄録の提出 :一般研究発表の抄録を機関誌『バレーボール研究』に掲載します.

別紙『機関誌掲載用抄録作成要領』に従い抄録を作成し,『機関紙掲載用抄録_氏名』とファイ

ル名 を付 け,メ ール添付 にて,2015年 3月 28日 (土 )ま でに本学会大会事務局

(matsui@waseda.jp)へ 送信してください。

※『参加登録申込書』・『一般研究発表申込要領』・『機関誌掲載用抄録作成要領』は,	 日本バレー

ボール学会 Webサィ トよ リダ ウンロー ド可能です。



日本パレーボール学会 第20回記念大会
JSt/R2σ"Sc′e17trrrc	 Cο ngress	 ror	 yO″ eyba″ 20ブ 5

5。 20周年記念パーティー

20周年記念パーティーを 2015年 3月 7日 (土)18:00よ り大限ガーデンタワー 「西北の風」でお

こないます.

会員 。非会員 ともに 5,000円 です。2015年 1月 31日 (土)までに,大会参加費と併せてご入金下

さい。当日参加も可能ですが,準備の都合上,極力,事前に諸手続きを完了してください。当日参

加の方は,受付にて手続きを完了してください.

6。 日本バレーボール学会 第 20回記念大会のプログラム・抄録集

日本バレーボール学会 第 20回記念大会のプログラム・抄録集は 2015年 2月 中旬に送付予定です

(住所変更等で未着の場合は第 20回記念大会事務局にご連絡下さい)。 また,一般参加の方で大会

当日参加登録をおこなった方には,その場で配布致します。(な お,『 日本バレーボール学会	 第 20

回記念大会プログラム・抄録集』のPDFフ ァイルは2月 中旬以降,	 日本バレーボール学会Webサィ

トよリダウンロー ドできます。)

7。 日本バレーボール学会	 第 20回記念大会事務局

担当 :松井	 泰二

〒359H92	 埼玉県所沢市三ヶ島2-57915

早稲田大学 スポーツ科学学術院	 松井研究室

TEL・ FAX:	 04-2947-6785

E―mail:	 	 matsui@waseda.jp

‐
2‐
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2014年■2月 8日

日 本 バ レ ー ボ ー ル 学 会

会 	 長 	 遠 藤 俊 良6(公印略)

日本バレーボール学会 第 20回記念大会

実行委員長	 	 	 松 井	 泰 二 (ィ期略)

日本バ レーボール学会 第 20回記念大会派遣方 (卸 について

初冬の候,ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り,厚く御礼申し上

げます。

さて,日本バレーボール学会は,『バレーボールに関する科学的研究とその発展に寄与すると共に,会員

相互の情報交換,研究協力を促進することによつて文化としてのバレーボールの発展をはかり,これによ

ってバレーボールの実践に資すること』を目的として,1996年に創設されました.本学会はこの目的達成

のために,創設以来,多角的に且つ,常に進取の気鋭をもつて取り組んでまいりました。この度,これら

の研究の成果を発表する「日本バレーボール学会 第20回記念大会」を下記の通り開催することになりま

した。

つきましては,貴所属 殿をご派遣くださいますようお願い申し上げます。

公務何かと御繁lNtの折とは存じますが,何卒御高配を賜りますようお願い申し上げます.

殿

記

主 催

主 管

共 催

会 期

会 場

日本バレーボール学会

日本バレーボール学会 第20回記念大会実行委員会

早稲田大学	 スポーツ科学学術院

2015年 3月 7日 (土)～3月 8日 (日 )

早稲田大学	 早稲田キヤンパス・戸山キャンパス (東京都新宿区)

以上
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-般研究発表申込要領

事	 項 要 領

一般研究発表申込資格

お	 よ	 び	 条	 件

◆演者および共同研究者 (大会に参加しない者も含む)は共に日本バレーボール学

会会員で,2014年度の会費を納入した者に限ります.

◆バ レーボールに関する研究であつて研究として完結 し,未発表のものに限 り

ます.

◆演者としての発表は 1人 1回 に限ります.

◆発表時間等の詳細はプログラムで発表します.

切込申 締 2015年 1月 31日 (土)(当 日消印有効)

法込

下記のいずれかの方法で日本バレーボール学会第20回記念大会事務局までお申

込み下さい.できるだけ①の方法でお願いします。

① 	 『一般研究発表申込書』を日本バ レーボール学会のホームページ

(http://WWw.jsVr.Org/)よ リダウンロー ドし,必要事項を入力後,メ ール添

付で事務局まで送信してください。その際,メ ールの件名を「一般研究発表

申込 (氏名)」 として下さい。

②	 同封の「一般研究発表申込書」に必要事項を記入後,日 本バレーボール学会

第20回記念大会事務局にFAXに て送信して下さい.

事務局 :	 早稲田大学 スポーツ科学学術院	 松井研究室

住	 所 :	 〒359-H92	 埼玉県所沢市三ヶ島2579-15

TEL/FAX:	 	 	 04-2947-6785

E―mail	 	 :	 	 matsuiOwaseda.jp

ポスターのサイズと

作成要領

縦 180X横 90Cmで ,上部 20cmに 演題、演者氏名、共同研究者氏名および所属機関

を入れること (下図参照).

抄 録 執 筆 要 領

◆所属機関名は演者ならびに共同研究者を列記した後,改行して記入し,所属機関

名の左肩に記入順に番号を付けること.演者および共同研究者の所属機関は,演

者および共同研究者の右肩に所属機関の番号で表示すること.

◆キーワー ドを2～ 5語記入すること.

◆抄 録 内容 は 目的・ 方 法・ 結 果・ 考 察・ 結 論 の 順 で な るべ く項 目

別にまとめること.

発 表 取 消 口変 更
発表取消や発表者の変更がある場合は,

務局に 2015年 2月 20日 (金)までに,

日本バレーボール学会第 20回記念大会事

メールまたは FAXで連絡すること.

_	 20cm

演題名

演者氏名,共同研究者氏名,所属機関

図.ポスターの大きさと作成要領
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12:30-12:40

日本バレーボール学会	 第20回記念大会	 日程

早稲田大学	 早稲田キャンパス・戸山キャンパス

「R102016そ して TOKY0	 2020へ 	 ～ブラジルに学ぶ～」

2015年 3月 7日 (土)	 早稲田大学	 早稲田キャンパス	 小野記念講堂

<受付開始>

<開会の挨拶>

松井	 泰二 (日 本バレーボール学会 第 20回記念大会実行委員長)

遠藤	 俊郎 (日 本バレーボール学会会長)

(休憩 5分)

12:45～ 13:45	 <特別講演>

【テーマ】1人 1人が輝く運動部活動を目指して (仮題)

講	 師 :友添 秀則氏 (早稲田大学スポーツ科学学術院長)

(休憩 10分)

13:55～ 15:20	 <基調講演>

【テーマ】ブラジルが目指すバレーボール

講	 師 :	 ジョゼ・ギマラエス氏 (ブ ラジル女子シエア・元男子シニア監督)

(休憩 15分)

15:35～ 17:35	 <シ ンポジウム>

【テーマ】R102016そ してTOKY0	 2020ヘ

シンポジス ト:ジ ョゼ・ギマラエス氏,南部正司氏,

朝日健太郎氏,多治見麻子氏

(25分)

18:00～ 20:00	 <第 20回記念パーティー>	 大隈ガーデンタワー「西北の風」

‐ ‐
1¨ ―
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日本バレーボール学会	 第 20回記念大会

大会会長 :	 	 	 遠藤俊郎 (日 本バレーボール学会会長 。大東文化大学)

☆組織委員会

委 員 長

副委員長

委 	 員

監 	 事

遠藤俊郎OSVR会長 。大東文化大学)

柏森康雄(大阪体育大学 。JSVR副会長),明石正和OSVR副会長・城西大学)

河合	 学OSVR理事長・静岡大学),松井泰二 (早稲田大学)

(JSVR理事)石手	 靖 (慶応義塾大学),板倉尚子 (日 本女子体育大学),

小川	 宏 (福 島大学),勝本	 真 (茨城大学),川 田公仁 (つ くば国際大学),

黒り|1貞 生 (明治学院大学),黒後	 洋 (宇都官大学),後藤浩史 (愛知産業大学),

小林	 海 (目 白大学),小林宣彦 (都立小川高等学校),

篠村朋樹 (木更津工業高等専門学校),杉 山仁志 (武蔵丘短期大学),

高根信吾 (常葉大学),高野淳司 (一関工業高等専門学校),

田中博史 (大東文化大学),徳永文利 (国際武道大学),中西康巳 (筑波大学),

橋本吉登 (湘南東部総合病院),廣	 紀江 (学習院大学),古澤久雄 (かのやスポー

ツ研究所),湯澤芳貴 (日 本女子体育大学),吉田清司 (専修大学)

島津大宣 (JSVR監事),藤島みち (夙り|1学院短期大学 。JSVR監事)

☆実行委員会

委 員 長 :	 松井泰二 (早稲田大学)

副委員長 :	 黒川貞生 (明治学院大学),吉 田清司 (専修大学)

会	 場	 	 	 ○小林海 (目 白大学),塚田圭裕 (早稲田大学),山 田雄太 (大同大学)*企画

会	 計	 	 	 ○塚越健司 (早稲田大学本庄高等学院),[	 	 	 	 	 	 ](	 	 	 	 )*事 務局

庶	 務	 	 	 ○綿引亮太 (早稲田実業学校),篠沙織 (早稲田大学)[	 	 	 	 	 	 ](	 	 	 	 )
*総務

受	 付	 	 	 ○多治見麻子 (早稲田大学),根本	 研 (日 本体育大学)*企画

記	 録	 	 	 ○森	 裕紀 (早稲田大学),高橋宏文 (東京学芸大学)	 *編 集

渉	 外	 	 	 ○石手靖 (慶應義塾大学),松井泰二 (早稲田大学)	 	 *渉 外

(○印 :責任者,*印 :学会担当委員会)



2015JSVR
第3回理事会資料

日本バレーボール学会	 第20回記念大会	 予算 (案)

2015/1/11

<支出の部>

項 	 	 目 金	 	 額 摘 	 	 要

大会補助費 400,000 本部2014年度予算

大会参加費

200,000 学会員 (事前登録)@4,000× 50名

75,000 学会員 (当 日登録)@5,000× 15名

15,000 非会員一般 (事前登録)1日 @2,500× 3名

18,000 非会員一般 (当 日登録)1日 @3,000× 3名

6,000 非会員学生(事前登録)1日 @1,500× 4名

6,000 非会員一般 (当 日登録)1日 @2,000× 3名

広告料 1,000,000 実行委員会700,000 渉外委員会300,000

懇親会費 250,000 @5,000× 50名

合計 1,970,000

項 	 目 金 	 額 摘 	 要

印昴1費

250,000 大会プログラム500部

100,000 学会看板・ポスター

20,000 大会封筒

通信費 120,000 大会要項等郵送

講師招聘費 900,000
交通費宿泊費講師(G氏 )@790,000(wife含 ),

非学会員講師@20,000× 3名 チーム謝ネL@30,000× 1

事務費 40,000

食費

34,000 弁当(二 日分)理事会・総会@850× 40個

34,000 弁当(二 日分)実行委員会@850× 40個

51,000 弁当(二 日分)学生補助@850× 60個

接待費 10,000 飲み物等 (役員控え室,補助学生など)

懇親会費
250,000 大会参加者@5,000× 50名

40,000 講師・その他@5,000× 8名

会議費 70,000 実行委員会会議,講師交渉。打ち合わせ会費等

雑費 10,000 SDカード,HDD等

予備費 41,000

合計 1,970,000
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日本バレーボール学会 2015バ レーボールミーティング (案)

る～

手県

■2015バ レーボールミーティング実行委員会

名誉会長:小笠原義文 (岩手県バレーボール協会会長)

会 長:改選につき未定(日 本バレーボール学会会長)

実行委員長:高野淳司(一関工業高等専門学校)

実行副委員長 :黒川貞生 (明治学院大学),吉田清司 (専修大学)

実行委員:千葉智行 (盛岡大学),小川宏 (福島大学),石丸出穂 (仙台大学),三村泰成 (鶴岡工業高等専門

学校),松尾忠利 (福島工業高等専門学校),三上浩永 (岩手県立住田高等学校)
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■ 日 程 09 30～ 10:00	 受付 (場所	 オガールプラザ内,紫波町情報交流館	 大スタジオ)

00	 	 	 	 	 開会	 挨拶

10～12:30	 講演

第

一部	 講師 :岡崎正信氏 (オガールベース株式会社代表取締役)

「オガールは日本バレーの 「何を」変えるのか ?」

二部	 講師 :綱島久子氏 (OWLS紫波バレーボールアカデミー)

「(仮)OWLS紫波バレーボールアカデ ミーの新たな選手育成システム」

～昼食～

13 30～ 15:30:オ ンコー トレクチャー (場所	 オガールベース内,オガールアリーナ)

講師 :OWLS紫波バレーボールアカデ ミースタッフ (予定)

「(仮)エ リー ト・ リーダーの育成を目的としたジュニア指導」

15:30	 閉会

※学生は受付時学生証を提示,高校生以下は無料

※小,中,高校生を引率される指導者の方は事前に2015バ レーボールミーティング実行委員会事務局ヘ

御連絡ください。別途対応させて頂きます (参加費無料)。

10

10

第

■	 参加費

カテゴリー 参加費 (事前登録) 参加費 (当 日登録)

会員 (一般) 1,000円 1,500円

会員 (学生) 無料 無料

非会員 (一般) 1,500円 2,000円

非会員 (学生) 500円 500円



■参加申込方法

以下の方法でお申込み下さい。当日の受付混雑緩和のため、事前申込みにご協力ください。

○事前申込みの方・ 002015年舒担 日(土)ま でに申込み登録フォームhttp://gooo	 g1/forms/nXliVnznQI

に直接アクセスし,必要事項を入力して送信 してください。また参加費も2015年8月 1日 (土)までに下

記の日座にお振込ください。

振込先金融機関 :楽天銀行

支店および番号 :マーチ支店 (店番号 :211),日 座番号 :4604960
日座名義 :高野淳司 (タ カノアツシ)

○当日申込みの方 00・ 申込み登録フォームは使用せず,当 日,受付にて手続きを完了してください。

■情報交換会

16:30よ り「シュガーズカフェ (予定)」 (オガールプラザ内)において講師を交えての情報交換会を

開催いたします。会費は会員・非会員ともに4,000円です。2015年8月 1日 (土)までに参加費と併せてご

入金下さい。当日参加も可能ですが,準備の都合上,極力事前のお手続きをお願いいたします。当日参加

の方は,受付にて手続きを完了させてください。

■2015バ レーボールミーティング実行委員会事務局

担当 :高野	 淳司

〒021-8511	 岩手県一関市萩荘字高梨	 一関工業高等専門学校

TEL/FAX:0191-24-4792

E―mail	 :2015vmeetingOgmail.com
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1。 第 20回記念大会の開催

▽期日:2015年 3月 7日 (土)・ 8日 (日 )

▽場所 :早稲田大学	 早稲田キャンパス

▽テーマ :「RI0	 2016そ してTOKY0	 2020へ	 ～ブラジルに学ぶ～」

▽内容 :

・特別講演 	 	 「○○○○」

講師	 ○○○○ (早稲田大学教員)

・基調講演	 	 「ブラジルが目指すバレーボール」

講師	 ○○○○ (ブラジノL/バ レーボール指導者)

・シンポジウム 	 「RI0	 2016そ してTOKY0	 2020へ」

シンポジス ト	 ○○○○ (ブラジノ1/バ レーボール指導者)

○○○○ (バ レーボール指導者)

○○○○ (バ レーボール指導者)

○○○○ (バ レーボール指導者)

・20周年記念フォーラム 	 「バレーボールにおけるブロッキングについて」

①ブロック技術の変遷 (吉田清司,専修大学 他)

②ブロック動作遂行過程の検討 (松井泰二,早稲田大学	 他)

③ブロッキングのバイオメカニクス (剰 ‖貞生,明治学院大学	 fLl

④ブロックにおけるスポーツ外傷・傷害とその対応0予防橋 本吉登,湘南東部総合病院 他)

。
=般研究発表	 ○件

0参加者 約○名

。総会

2.バレーボールミーティングの開催

▽期日:2013年 8月 17日 (日 )

▽場所 :大東文化大学東松山キャンパス

▽内容 :

埼玉県バレーボールスポーツ指導者協議会	 共同開催

・基調講演 	 「JVAにおけるゴール ドプラン	 ～これからの普及と一貫指導について～」

講師	 亀ヶ郷頂一 l」VA国内事業本部指導普及委員会委員長)

緒方	 良 	 lJVA国内事業本部指導普及委員会副委員長)

。シンポジウム

「一貫指導から求めるジュニア～ユース世代の育成」

講師	 飯塚初義 (習志野市立習志野高等学校男子バレーボール部監督)

赤木貴雅 (つ くばユナイテッドSun	 GAIAマネージャー)

。参加者 :約 136名
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3。 「バレーボール研究」の発刊および発刊準備,「ニュースレター」の発行

▽2014年 6月 30日付	 バレーボール研究 16巻 1号発刊

原著論文 1編,研究資料 7編

▽2014年 5月 1日付	 バレーボール研究 17巻 1号の発刊準備中

▽2014年 11月 28日 付	 ニュースレターNO。 21発行

4.バレーボールに関する研究事業

▽バレーボール関係研究文献データベースの整備と運用

0日 本バレーボール学会ホームページ上で公開中

(データ件数 2,707件	 2011‐2013新規データ新規登録予定 150)

全データ整備状況確認 0600件整備中

データベース・フォーマットー部改訂中	 	 	 2014年 2月 現在

▽調査研究補助

0バ レーボールのVプレミア・チャレンジリーグにおける観戦者意識および行動に関する研究

研究代表者 :廣	 美里

5.諸会議の開催

▽蟻

・第 1回 :2014年 8月 17日	 大東文化大学 東松山キャンパス

。第2回 :2014年 11月 8日 	 日本女子体育大学

・第3回 :2015年 1月 11日	 大東文化大学	 大東文化会館

・第4回 :2015年 3月 07日	 早稲田大学 早稲田キャンパス

▽総会

・第20回 :2015年 3月 8日	 早稲田大学 早稲田キャンパス

6。 その他諸事業の実施

▽役員選挙の実施

▽20周年記念事業 「バレーボールの歴史 (仮動う」本の出版準備

▽cIVA指導者教本 (仮称)出版協力準備

▽学会ホームページおよびメーリングリストの運用と整備 lhttpt′赫 jsVr.。 rgl

▽日本学術会議との連携

▽日本バレーボール協会との連携

▽日本コーチング学会との連携



2014年決算報告 (案)

1.収入の部

2.支出の部

香典・弔電等慶弔費

以上御報告申し上げます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2015年 3月 7日

日本バレーボール学会

総務委員会

委員長	 	 	 	 	 	 田中	 博史	 印略

証拠書類等を監査の結果、以上の報告に相違ないことを御報告いたします。

2015年 3月 7日

日本バレーボール学会

監 事 島津

藤島

略

略

印

印

凸旦
ち

大
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第19回学会大会 :31,891
1回バレーボールミーティング :1,942

玖
ヌ増 告

摘要

@5,000X352名分(過年度分を含む)

学生会員03,000× 5名分
(UC手数料	 -18252)

13年度より繰り越し

預金利息・機関誌頒布

摘要

会議お茶代 。理事会交通費補助

事務用品、Webリ ニューアル・web運営費等

選挙管理費

宅急便・メー 付を含む)

第1回バレーボールミーティング :200,000

000

学会封筒(角 2・ 長 3)

パレーボール研究16巻 1号
ニュースレター21号

集委員会169,370・ 渉外委員会0

委員会0・ 総務委員会0

査研究補助150,000	 返還金100,000

史本プロジェク ト0

247,516
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2015年度事業計画 (案)

1。 第 21回大会の開催

▽期日:2016年○月○日 (土)・ ○日 (日 )

▽場所 :○○○○大学

所在地 :

2.バレーボールミーティングの開催

▽期日:2015年 8月 17日 (日 )

▽場所 :

▽テーマ :「

3。 「バレーボール研究」の発刊および「ニュースレター」の発行準備

▽バレーボール研究 17巻の発刊と18巻発刊準備

▽ニュースレター22号の発行

4.バレーボールに関する研究事業

▽バレーボール関係研究文献データベースの整備と運用

▽調査研究補助

5.会員情報の管理と名簿の整備 (会員名簿は隔年で機関誌に掲載)

6.公式サイ トの管理・運営

7.国際交流事業の推進

8.諸会議の開催

9,日本バレーボール協会との連携η

10。 その他諸事業の実施
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大会、バレーボールミーティング等の開催経費
(大会400,000・ バレーボールミーティング

総務・渉外・企画 :各50,000、 編集180,000、


