
日本バレーボール学会
第２６回総会

２０２１年３月２１日（日）〜３月２７日（土）

本総会における質問・意見受付メールアドレス
ishide@keio.jp（石手理事長宛）



議 題

【議案】

1. ２０２０年度事業報告（案）について

2. ２０２０年決算報告（案）について

3. ２０２１年度事業計画（案）について

4. ２０２１年予算（案）について

5. 役員の改選について

6. その他

【報告事項】

1. 投稿規定の改定について

2. ２０２１年度調査研究費補助について

3. その他



議案１：２０２０年度事業報告（案）について

1.第２６回大会の開催（オンライン）

2.バレーボールミーティング2020の代替として2020横
浜スポーツ学術会議への参加

3.バレーボール研究の発刊，ニュースレターの発行

4.バレーボールに関する研究事業

5.役員の改選

6.諸会議の開催

7.その他の事業の実施

詳細につきましては別添「資料①」をご参照ください



議案２：２０２０年決算報告（案）について

１．収入の部

項目 予　算　額 決 算 額 摘要

繰越金 723,062 723,062 2019年より繰り越し

会費 1,900,000 1,696,040

@5,000×341名分(過年度分を含む)

学生会員@3,000×2名分

(UC手数料　-14,960)

広告費 100,000 0 機関誌広告費

雑収入 2,000 4,420 預金利息・機関誌頒布

その他 0 150,000 調査研究補助返金

2020小計 2,002,000 1,850,460

2,725,062 2,573,522

２．支出の部

項目 予　算　額 決 算 額 摘要

会議費 500,000 55,000 諸会議経費・理事会交通費補助

事務費 250,000 195,751

会費銀行振替関連経費、振込手数料、

事務用品、web運営費・管理費（業者委託）、

選挙管理費（業者委託）

通信費 100,000 55,476 郵送費、宅急便代等

第26回大会：500,000

印刷費 100,000 0 学会封筒

機関誌発行費 600,000 596,200
バレーボール研究22巻１号

ニュースレター27号

委員会経費 270,000 238,360
総務0、渉外0、企画0、編集238,360

文献データベース作成事業0

調査研究費 300,000 150,000 調査研究補助:150,000

予備費 100,000 0
2020小計 2,720,000 1,790,787

次年繰越金 5,062 782,735

合計 2,725,062 2,573,522

以上御報告申し上げます。 2021年1月8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。

2021年1月8日

日本バレーボール学会

監事 柏森　康雄　印略

廣　　紀江　印略

大会補助費 500,000 500,000

2020年（2020年1月～12月）決算報告（案）

大会余剰金 0 0 第25回学会大会：0



議案２：２０２０年決算報告（案）について

監査報告

証拠書類等を監査の結果，報告に
相違ないことを報告いたします

日本バレーボール学会
監事 柏森 康雄

廣 紀江



議案３：２０２１年度事業計画（案）について

1. 第２７回大会の開催

2. バレーボールミーティング２０２１の開催

3. バレーボール研究の発刊，ニュースレターの発行

4. バレーボールに関する研究事業

5. 会員情報の管理と名簿の整備

6. 公式サイトの管理・運営

7. 国際交流事業の推進

8. 学会２５周年記念事業の企画立案・準備・実施

9. 諸会議の開催

10.関係諸機関との連携

11.その他

詳細につきましては別添「資料②」をご参照ください



議案４：２０２１年予算（案）について

項目 前年予算 今年予算 摘要

繰越金 723,062 782,735 2020年より繰り越し

会費 1,900,000 1,900,000 @5,000×380名分（概数）

大会余剰金 0 0

広告費 100,000 100,000 機関誌広告費

雑収入 2,000 2,000 預金利息・機関誌頒布

2021小計 2,002,000 2,002,000
合計 2,725,062 2,784,735

項目 前年予算 今年予算 摘要

会議費 500,000 400,000 諸会議経費、理事会・主要役員会交通費補助

事務費 250,000 250,000
会費銀行振替関連経費、振込手数料、事務用品、

web運営費・管理費（業者委託）、選挙管理費

通信費 100,000 100,000 郵送費、宅急便代等

印刷費 100,000 100,000 学会封筒・資料等の印刷費

機関誌発行費 600,000 600,000 「バレーボール研究23巻１号」発刊・ニュースレター発行

委員会経費 270,000 330,000
総務10,000、渉外10,000、企画50,000、編集210,000、

文献データベース作成事業50,000

調査研究費 300,000 300,000 調査研究補助費、プロジェクト研究補助費

予備費 100,000 100,000 香典・弔電等慶弔費、国際会議準備費等

2021小計 2,720,000 2,780,000

次年繰越金 5,062 4,735

合計 2,725,062 2,784,735

2021年（2021年1月～12月）収支予算（案）
１．収入の部

２．支出の部

大会補助費 500,000 600,000
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200,000）



議案５：役員の改選について
（２０２１年度〜２０２３年度）

u名誉会長：河合 学（静岡大学）

u特別顧問：遠藤俊郎（山梨学院大学）

杤堀申二

矢島忠明

u顧 問：明石正和，柏森康雄，川合武司

清川勝行，島津大宣，高橋和之

藤島みち，原田 智，森田昭子

所属は２０２１年３月現在

記載は50音順



議案５：役員の改選について
（２０２１年度〜２０２３年度）

u会 長：黒川貞生（明治学院大学）

u副会長：石手 靖（慶應義塾大学）

吉田清司（専修大学）

u監 事：久保田もか（長崎大学）

古澤久雄（かのやスポーツ研究所）

u理事長：２０２１年度第１回理事会にて決定

所属は２０２１年３月現在

記載は50音順



議案５：役員の改選について
（２０２１年度〜２０２３年度）

u飯島康平（NSCA）

u石丸出穂（仙台大学）

u板倉尚子（日本女子体育大学）

u内田和寿（京都光華女子大学）

u榎本翔太（明治学院大学）

u小川 宏（福島大学）

u金子美由紀（名城大学）

u後藤浩史（愛知産業大学）

u高根信吾（常葉大学）

u高野淳司（東北工業大学）

u高橋宏文（東京学芸大学）

u田中博史（大東文化大学）

u縄田亮太（愛知教育大学）

u中瀬巳紀生（香川高等専門学校）

u永谷 稔（北翔大学）

u布村忠弘（富山大学）

u根本 研（日本体育大学）

u野口京子（長野大学）

u橋本吉登（三ツ境整形外科）

u濱田幸二（鹿屋体育大学）

u松井泰二（早稲田大学）

u安田 貢（山梨学院大学）

u横矢勇一（大東文化大学）

u吉田康成（四天王寺大学）

u湯澤芳貴（日本女子体育大学）

所属は２０２１年３月現在 記載は50音順

理 事



報告事項１：投稿規定の改定について

詳細につきましては別添「資料③」をご参照ください

新 旧

引用・参考文献

〇引用・参考文献は，原則として本文の最後に著者名
のABC順に通り番号をつけて一括し，下記の事項を確
認し記載する．なお，本文中の引用箇所の右肩に１）
２）のように該当する文献番号を付ける．
雑誌]著者名（3名以上の場合は他，et al.等）．題目．
雑誌名．巻号：ページ（p.複数ページの場合はpp.）．
西暦年号
単行本]著者名．書名．版数．発行所．西暦年号．
ページ

WEB]著者名（団体名・個人名）．WEBページの題
目．WEBサイトの名称．発行年．＜URL＞．参照日
編集書や監修書，翻訳書の場合は，著者名と判別で
きるように＜編＞，＜監＞，＜訳＞とカッコ付きで表
記する．
＜記入例＞：日本バレーボール学会＜編＞．バレー
ボールの誕生と発展．バレーボールクロニクル．…

引用・参考文献

〇引用・参考文献は，原則として本文の最後に著者名
のABC順に通し番号を付けて一括し，雑誌の場合には，
著者名（3名以上の場合は他，et al.等），題目，雑誌
名，巻号，ページ（p.複数ページの場合はpp.），西暦
年号の順とする．単行本の場合は著者名，書名，版数，
発行所，西暦年号，ページの順に記載する．なお，本
文中の引用箇所の右肩に１）２）のように該当する文献
番号を付ける．

上記の他，軽微な文言の修正を行った．

新旧対照表



報告事項２：２０２１年度調査研究費補助について

【研究テーマ】

「二酸化炭素濃度測定による大会環境における
換気の効果・必要性に関する一考察」

【研究代表者】

後藤浩史（愛知産業大学）



報告事項３：その他

【バレーボールミーティング２０２１】

未定

【第２７回大会】

未定

バレーボールミーティング，大会開催地について


