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１．第24回大会の開催
▽期日：2019年3月2日（土）・3日（日）
▽場所：山梨学院大学　甲府酒折キャンパス
▽テーマ：「これからの課外活動におけるコーチングを考える」
▽内容：
　・特別講演　「地域経済活性化とスポーツ振興～

山梨中央銀行の取り組み～」
　　講師　進藤 中
　　　　 （山梨中央銀行　代表取締役会長）
　・シンポジウム　
　　「中学・高校におけるコーチングを考える」
　　シンポジスト
　　山田 芳樹（山梨県教育庁スポーツ健康課　課長補佐）
　　笠野 英弘（山梨学院大学　准教授）
　　アーマツ・マサジュディ（VC長野トライデンツ　コーチ）
　　増村 雅尚（崇城大学　准教授）
　・オンコートレクチャー　
　　「現場に活かせるスポーツバイオメカニクス」
　　増村 雅尚（崇城大学　准教授）
　　加戸 隆司（山梨県甲府工業高等学校　教諭）
　・一般研究発表　ポスターセッション　16件
　・参加者　約100名
　・第23回総会

２．バレーボールミーティングの開催
▽期日：2018年8月4日（土）
▽場所：福山平成大学
▽内容：
　・講演・ディスカッション
　　「自国開催五輪後の育成環境?リオ五輪後の現状から?」
　　講師　アントニオ マルコス レルバッキ

（堺ブレーザーズアドバイザーコーチ）
　・オンコートレクチャー　　
　　講師　アントニオ マルコス レルバッキ

（堺ブレーザーズアドバイザーコーチ）
　・参加者：80名

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

▽2018年06月30日付
　バレーボール研究20巻1号発刊　　
　原著論文0編，実践論文3編，研究資料3編，
　指導実践報告1編
▽2019年06月30日付
　バレーボール研究21巻1号の発刊準備中
▽2018年11月01日付
　ニュースレターNO．25（WEB版）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
・日本バレーボール学会ホームページ上で会員のみ公開中
 （要ID・パスワード）
▽調査研究補助
・岡野 憲一（帝京平成大学）
　研究テーマ　「エリートバレーボール選手における跳躍

特性とトレーニング効果に関する研究」
５．諸会議の開催

▽理事会
　・第１回：2018年03月17日　名城大学

ナゴヤドーム前キャンパス
　・第２回：2018年06月17日　慶應義塾大学

日吉キャンパス
　・第３回：2018年08月04日　福山平成大学
　・第４回：2018年11月25日　慶應義塾大学

日吉キャンパス
　・第５回：2019年01月13日　慶應義塾大学

日吉キャンパス
　・第６回：2019年03月02日　山梨学院大学

甲府酒折キャンパス
▽総会
　・第24回：2018年 03月03日 

山梨学院大学　甲府酒折キャンパス
６．その他諸事業の実施
▽公式サイト等の運用と整備（http://www.jsvr.org）
▽日本学術会議との連携
▽日本バレーボール協会との連携
▽ICSEMIS国際会議への協力

日本バレーボール学会　第24回総会報告

2018年度事業報告
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１．第25回大会の開催
▽期日：2020 年 3 月 7 日（土）・8 日（日）
▽場所：愛媛大学
　　　　所在地：愛媛県松山市
▽テーマ：「スポーツによる地域貢献を考える」

２．バレーボールミーティングの開催
▽期日：2019 年 8 月 4 日（日）
▽場所：福岡大学
　　　　所在地：福岡市城南区七隈八丁目19－1
▽テーマ：「バレーボール競技の普及拡大」 

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 21 巻の発刊と 22 巻発刊準備
▽ニュースレター No．26（WEB 版）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
▽調査研究費助成

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．学会25周年記念事業の企画立案・準備

９．諸会議の開催

10．関係諸機関との連携
　▽日本学術連合との連携
　▽日本コーチング学会との連携
　▽日本バレーボール協会との連携
　▽2020横浜スポーツ学術会議（ICSEMIS主催）への協力

１１．その他

１．収入の部     （円）
項目 金額 摘要予算額 決算額
繰越金 1,497,275 1,497,275 2017年より繰り越し

会費 1,700,000 1,762,016 
@5,000×346名分（過年度分を含む）
学生会員@3,000×16名分（過年度分
を含む）（UC手数料　-15,984）

大会余剰金 0 2,915 第23回学会大会：4312018バレーボールミーティング：2,484
広告費 100,000 0 機関誌広告費
雑収入 2,000 19,008 預金利息・機関誌頒布
2018 小計 1,802,000 1,783,939 
合計 3,299,275 3,281,214 

 
２．支出の部     （円）
項目 金額 摘要予算額 決算額

会議費 500,000 436,660 諸会議経費・理事会・主要役員会交通費補助

事務費 300,000 220,764 
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 150,000 41,791 郵送費、宅急便代等

大会補助費 600,000 600,000 2 018バレーボールミーティング：200,000、第24回大会：400,000
印刷費 100,000 0 学会封筒

機関誌発行費 700,000 616,680 バレーボール研究20巻１号ニュースレター25号

委員会経費 300,000 79,315 
総務7,500、渉外0、企画0、
編集71,815                                         
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 300,000 0 
2018 小計 3,250,000 2,145,210 
次年繰越金 49,275 1,136,004 
合計 3,299,275 3,281,214 

以上御報告申し上げます。  2019 年 3 月 3 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。  2019 年 3 月 3 日
 日本バレーボール学会 
 監　事 柏森　康雄　印略
  廣　　紀江　印略

2019年度　事業計画2018年　決算報告
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１．収入の部     （円）
項目 金額 摘要前年予算 今年予算
繰越金 1,497,275 1,136,004 2018年より繰り越し
会費 1,700,000 1,800,000 @5,000×360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
合計 3,299,275 3,038,004

 
２．支出の部     （円）
項目 金額 摘要前年予算 今年予算

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

事務費 300,000 250,000 
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）

通信費 150,000 130,000 郵送費、宅急便代等

大会補助費 600,000 600,000 
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）

印刷費 100,000 100,000 学会封筒・資料等の印刷費

機関誌発行費 700,000 650,000 「バレーボール研究21巻１号」発刊・ニュースレター発行

委員会経費 300,000 300,000 
総務10 , 0 0 0、渉外10 , 0 0 0、企画
50,000、編集180,000、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 300,000 200,000 香典・弔電等慶弔費、国際会議準備費等
次年繰越金 49,275 8,004 
合計 3,299,275 3,038,004 

元号も平成から令和となり、東京 2020 大会まであと 1
年となりました。すでに観戦チケット抽選申込受付も始ま
り、「いよいよ！」という雰囲気になってきました。まずは、
前哨戦となるワールドカップ 2019（女子 9 月開催、男子
10 月開催）での男女日本代表の活躍を祈念しております。

3 月に山梨学院大学甲府酒折キャンパスで開催された第
24 回大会では、特別講演、シンポジウム、オンコートレ
クチャー、16 題の一般研究発表など充実したコンテンツ
が催され、安田貢実行委員長をはじめとしたスタッフのご
尽力により、約 100 名の参加者が満足する 2 日間の研究大
会を開催することができました。学会会場はもちろんのこ
と、情報交換会でも美味しい食事を交えながらじっくりと
会員間の交流を深めることができました。

さて、今年度の主な学会事業はバレーボールミーティン
グと第25回大会です。「2019バレーボールミーティング（8
月 4 日開催）」は、福岡大学（福岡県福岡市）にて「バレー
ボール競技の普及拡大－ 九州から WAVE を起こせ－」を
テーマに開催します。詳細につきましては学会 HP の開催
要項をご覧ください。多数のご参加をお待ちしております。
また、2020 年 3 月 7・8 日には、愛媛大学（愛媛県松山市）
にて第 25 回大会を開催予定です。このような学会活動に
おきましては、会員の皆様のご理解、ご協力が欠かせませ
ん。積極的に参加いただくとともに、学会の活動に多くの
ご意見をいただければ幸いです。

学会 HP「ライブラリ」のコーナーでは、会員によって
出版されたバレーボール関係の書籍や DVD などを紹介し
ております。書籍や DVD などの情報がございましたら、
事務局までお届けください。理事会に諮り、出版社と打ち
合わせをし、可能な限り掲載したく思います。

なお、住所変更・所属変更があった場合は、学会 HP の
登録情報変更フォームより送信して下さい（パソコンの場
合、トップページ上部の「各種手続き」→「登録変更フォー
ム」→「変更する項目」を選択後、必要事項を入力）。ご
本人からの申告がないと住所録が変更できないので、発刊
物などの発送が出来ません（発送には「ヤマトメール便」
を使用しているため、転送されません）。ご協力のほどお
願いします。また、機関誌が届いていない場合は、事務局
までご連絡頂ければ幸いです。

2019年　収支予算 事務局だより


