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１．第26回大会の開催
▽期日：2021年3月13日（土）～4月 30日（金）
▽場所：オンデマンド方式
▽テーマ：「スポーツによる地域貢献を考える」
▽内容：
　・特別講演　「初代アナリストの活動を振り返って

~データ・ルール・人，何と戦う？~」
　　講師　福田 隆（愛媛大学）
　・オンコートレクチャー　
　　「ビーチバレーボールの指導」
　　佐伯 美香（元ビーチバレー日本代表選手）
　　楠原 千秋（愛媛県競技力向上対策本部）
　・一般研究発表　ポスターセッション　8件　
　　　　　　　　　WEBでの発表

２．バレーボールミーティングの開催
＊東京オリンピック開催予定のため，ミーティングは開催せ
ず2020横浜スポーツ学術会議に協力した．

▽2020横浜スポーツ学術会議
▽期日：2020年9月8日（火）～9月12日（土）
▽場所：パシフィコ横浜ノース

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

▽2020年06月30日付
　バレーボール研究22巻1号発刊　　
　原著論文2編，実践論文1編，研究資料5編
▽2021年06月30日付
　バレーボール研究23巻1号の発刊準備中
▽2020年11月01日付
　ニュースレターNo．27（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）データーベース登録件数：3324件
▽調査研究補助
・研究代表者：久保田もか（長崎大学）
　研究テーマ：「学校体育におけるスパイク技術習得に
　　　　　　　　　　　　　　　　導く指導法の提示」

５．役員の改選

６．諸会議の開催
▽理事会
　・第１回：2020年07月18日　zoomミーティング
　・臨　時：2020年08月10日～8月16日　メール審議
　・第2回：2020年09月13日　zoomミーティング
　・第3回：2020年11月07日　zoomミーティング
　・第4回：2021年01月11日　zoomミーティング
　・第5回：2021年02月13日　zoomミーティング
▽総会
　・第26回：2021年03月21日～3月27日

　WEBによる実施

７．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
▽NPO法人スマイルクラブとの連携

日本バレーボール学会　第26回総会報告
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１．第27回大会の開催
開催地等検討中

２．バレーボールミーティングの開催
開催検討中

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23巻の発刊と24巻発刊準備
▽ニュースレターNo．28（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
　研究代表者：後藤浩史（愛知産業大学）
　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
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・実施

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の共催
　▽NPO法人スマイルクラブとの連携

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 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　-15,012）

大会余剰金 0 0 第25回学会大会：0
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
合計 2,725,062 2,573,522

 
２．支出の部     （円）
項目 金額 摘要予算額 決算額
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
大会補助費 500,000 500,000 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

2021年度　事業計画2020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 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

 
２．支出の部     （円）
項目 金額 摘要前年予算 今年予算

会議費 500,000 400,000 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

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）

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 , 0 0 0，渉外10 , 0 0 0，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 

本学会は，会員の皆様によるご協力の下，2021-2023年度
体制がスタートしました．会長に黒川貞生氏，理事長に松井
泰二氏が選出されての新体制では，会員の皆様に支えられ，
叱咤激励をいただきながら，より活発な学会活動が進められ
ていくと思います．
開催を心待ちにしている東京2020大会も新型コロナウィ
ルスの影響で，どのような開催になるか，あるいは開催される
のか，本稿執筆段階では決定しておりません．コロナ渦では
ありますが，世界最高レベルの試合を，また，日本代表男女
チームの活躍する姿を観たいという欲求は日に日に高まって
おります．当学会と致しましても，無事に開催され，開催後に
総括ができることを祈念しております．
4月末まで延長して開催致しました第26回研究大会も無事
終了致しました．Web開催ながら，特別講演，オンコートレク
チャー，8題の一般研究発表などのコンテンツが催され，総
会も含め，無事終了することができました．ご準備・ご尽力頂
いた実行委員会ならびにご協力頂いた協賛団体など関係各
位には深く感謝致します．ありがとうございました．
さて，今年度の主な学会事業は2021バレーボールミーティ
ングおよび第27回研究大会ですが，開催時期および開催地
は現時点で未定となっております．しかしながら，両事業の
開催に向け，役員・理事一同で知恵を絞っております．6月の
理事会後には，詳細を告知できると思いますので，今しばら
くお待ちください．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．ご覧頂くと共に，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「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．

2021年　収支予算 事務局だより


