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日本スポーツ産業学会第23回大会開催される

平成25年度の学会賞授与式について

Japan Society of Sports Industry

日本スポーツ産業学会　　　

学会ニュース № 90

　第23回大会は，2014年7月19日㈯と20日㈰に一橋大学国立キャンパスにて行われました．暑い中，
多数の参加者（総入場者数：222名，内有料入場者数：132名［一般：88名，学生：44名］を得て盛
会のうちに幕を閉じました．これもひとえに，大会実行委員会を筆頭に担当校の一橋大学関係者の
皆様の多大なるご尽力の賜物と感謝申し上げます．

尾山会長と受賞者
（左から間野義之氏，舟橋弘晃氏，尾山会長，上野耕平氏，荒井弘和氏（代理：山田　快氏）
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　2014年7月19日㈯に開催された第24回総会にて，平成25年度の学会賞受賞者に対する授賞式が行
われ，受賞者は尾山　基会長より，賞状と副賞を受け取りました．受賞論文は下記の通りです．
〇学会賞受賞論文１編（副賞10万円）
・「国民にとってのエリートスポーツの価値：CVM（仮想市場法）を用いたエリートスポーツ政策
の貨幣評価」

　　　　　舟橋弘晃（早稲田大学），間野義之　共著� （「スポーツ産業学研究」第23巻第２号掲載）
〇学会賞奨励賞受賞論文２編（副賞各５万円）
・「高校における運動部活動経験と精神的回復力の関係」
　　　　　上野耕平（鳥取大学教育センター），若原優二（鳥取県立米子養護学校）　共著
� （「スポーツ産業学研究」第23巻第２号掲載）
・「心理的パフォーマンスに対するコレクティブ・エフィカシーの関連要因と増強方略」
　　　　　荒井弘和（法政大学）　著� （「スポーツ産業学研究」第23巻第２号掲載）
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16：20　閉会式

５．一般研究発表スケジュール
【７月19日㈯】
<会場１>

［座長：束原文郎］
10：20 ～
　「�スポーツ頻度・派生費用の年齢・時代・世代
効果の分離」� 山本達三（愛知学泉大学）

10：35 ～
　「�登山者のリスク評価と登山装備に関する研究」
� 坂口俊哉（鹿屋体育大学）

10：50 ～
　「�総合型地域スポーツクラブの集客戦略に関す
る基礎的研究－既存会員のライフスタイル構
造を手掛かりとして－」

井澤悠樹（東海学園大学）
［座長：井澤悠樹］
11：10 ～
　「�J１降格クラブが�J２リーグに与える影響に関
する研究」� 山本亜雅沙（早稲田大学大学院）

11：25 ～
　「�大学スポーツ関連学部における就職状況に関す
る研究－就職部を対象とした実態調査から－」
� 相原正道（福山大学）

11：40 ～
　「�スポーツを活用したグローバル人材育成に関
する一考察－ピースボールアクションを事例
に－」� 林　恒宏（大阪成蹊大学）

［座長：坂口俊哉］
13：30 ～
　「�競泳の飛び込み時にゴーグルが外れる要因究
明の一考察」� 三原　昇（鹿屋体育大学）

13：45 ～
　「�活動別運動・スポーツ実施を規定する社会的
要因の変化－SSFスポーツライフデータ2000・
2010の二時点間比較－」束原文郎（札幌大学）

14：00 ～
　「�大学生競泳選手を対象とした競技者アイデン
ティティーとパフォーマンスの関連」

萩原悟一（日本経済大学）

１．会期：2014年7月19日㈯～ 20日㈰
２．会場：一橋大学国立キャンパス
３．テーマ：�2020年へ向けて．そして，その後の

世界へ．
４．日程

【７月19日㈯】
9：30　受付開始
10：20　一般研究発表１（２会場：11題）
12：00　昼食休憩（12：05　理事会）
13：30　一般研究発表２（２会場：６題）
14：25　セミナー１
　「五輪競技会場周辺地域の新興に関する課題」

登壇者：水野正人　氏（�公益財団法人日本ゴ
ルフ協会理事）

　　　　立原雅夫　氏（川越商工会議所会頭）
　　　　間野義之　氏（�早稲田大学教授，2020

組織委員会参与）
　　　　村井　満　氏（Ｊリーグチェアマン）

　　コーディネーター：
　　　　　　中村英仁　氏（一橋大学大学院講師）
15：35　スポーツ産業史専門分科会報告
16：00　総会
17：10　懇親会

【７月20日㈰】
9：00　受付開始
9：30　一般研究発表3（3会場：9題）
10：30　基調講演１
　「2020東京オリンピックに向けて」

講　演　者：青木昌彦　氏（スタンフォード
大学名誉教授/シニアフェロー）

指定討論者：平田竹男　氏（日本スポーツ産
業学会理事長/早稲田大学教授）

11：45　ランチ懇親会
13：30　基調講演２
　「スポーツの経済学」

講演者：大竹文雄　氏（大阪大学社会経済研
究所教授）

14：40　セミナー２
　「�スポーツ産業におけるサービス原価企画
（Service�Target�Costing）の可能性」
講演者：岡田幸彦　氏（筑波大学准教授）

第23回大会プログラム
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� 長野史尚（九州共立大学）
9：45 ～
　「�堺ブレイザーズサポーターズクラブにおける
会員特性－会員種別の比較による事例研究－」
� 出口順子（東海学園大学）

10：00 ～
　「�イングリッシュ・プレミアリーグクラブのソー
シャルメディアの多言語化」

� 政本晶生（早稲田大学）
<会場２>

［座長：西崎信男］
9：30 ～
　「�イングリッシュ・プレミアリーグクラブにお
けるメインスポンサーの変遷に関する研究」

� 久保谷友哉（早稲田大学大学院）
9：45 ～
　「�Ｊリーグの放送権料を視聴率で評価する－地
域別放送権料のシミュレーション－」

� 武藤泰明（早稲田大学）
10：00 ～
　「�メガ・イベントを契機としたスポーツを通じ
た開発の現状と課題－日本ラグビーフット
ボール協会の取り組みを事例として－」

� 向山昌利（びわこ学院大学短期大学部）
<会場３>

［座長：江口　潤］
9：30 ～
　「�スポーツ活動を通じたコミュニティづくり－
ミニテニスを通した外国人支援－」

� 長倉富貴（山梨学院大学）
9：45 ～
　「�韓国でウォーキングツーリズム「徒歩旅行」
の一大ブームを巻き起こした「済州オルレ」
の成功要因」� 小笠原正志（下関市立大学）

10：00 ～
　「�2020年に向けての交通アクセスの整備と環境
評価について」� 羽田野治朗（㈻三幸学園）

<会場２>
［座長：永田　靖］
10：20 ～
　「�運動能力の評価・検定システムに関する提案
－検定の見える化と判定能力の向上－」

� 今野浩子（慶應義塾大学）
10：35 ～
　「�Ｊリーグのゼネラル・マネージャー（GM）
の必要性に関する研究」

� 奥下　諒（早稲田大学）
10：50 ～
　「�シティマラソンにおけるボランティアマネジ
メントの展望－マラソンフェスティバル�ナゴ
ヤ・愛知を例に－」� 浦久保和哉（日本大学）

［座長：小笠原正志］
11：10 ～
　「�地域との協働による指定管理企業の企業ブラ
ンドの向上について－Ａ市の株式会社Ｂを事
例として－」

� 斎藤和真（慶應義塾大学SFC研究所）
11：25 ～
　「�西洋型スポーツクラブ文化を探る－The�
Japan�Weekly�Mailに見る外国人居留地のス
ポーツ－」� 江口　潤（産業能率大学）

［座長：浦久保和哉］
13：30 ～
　「�新公益法人会計基準における中央競技団体の
収支構造の分析」

� 吉田智彦（笹川スポーツ財団）
13：45 ～
　「�Ｊリーグクラブの財務健全化への施策－クラ
ブライセンス制度の功罪－」

� 永田　靖（広島経済大学）
14：00 ～
　「�クラブ株式上場によるサッカークラブのガバ
ナンス－マンチェスターユナイテッド－」

� 西崎信男（東海大学）
【７月20日㈰】
<会場１>

［座長：相原正道］
9：30 ～
　「�総合型地域スポーツクラブのミッション・ビ
ジョン設定と会員への浸透についての事例研
究－会員の満足度調査を手がかりに－」
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４．第15回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：�2013年11月25日㈪�19：00 ～ 20：30
■場所：�筑波大学東京キャンパス
■テーマ：「�バスケットボールスクールから

NBDL参戦へ－アースフレンズの挑
戦－」�

■講師：一般社団法人スポーツコミュニティジャ
パン代表理事　山野�勝行

■資料費：学会員：1,000円，非学会員：2,000円
〈参加人数〉19名

５．第16回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：�2014年２月10日㈪�17：30 ～ 19：00
■場所：�早稲田大学東伏見キャンパス
■テーマ：「�スポーツの魅力を高めるデザイン～

喜びと感動を生み出すスポーツデザ
インとは～」�

■講師：株式会社GKダイナミックス代表取締役
社長　一條　厚

■参加費：無料�
〈参加人数〉24名

６．第17回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：�2014年５月28日㈬�19：30 ～ 21：00
■場所：�早稲田大学東伏見キャンパス
■テーマ：「�野球日本代表“新生「侍ジャパン」”

の事業戦略」
■講師：株式会社スポーツマーケティングラボラ

トリー　代表取締役
　　　　一般社団法人　日本野球機構（NPB）

特別参与（侍ジャパン事業戦略担当）
　　　　荒木　重雄
■参加費：一般：3,000円，学会員：2,000円，
　　　　　学生：1,000円�
〈参加人数〉75名

１．第12回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：2013年５月24日㈪�19：00 ～ 20：30
■会場：早稲田大学大隈タワー
■テーマ：「�スポーツの投資価値をはじき出す．

～世界一のスポーツデータリサーチ
とは～」��

■講師：レピュコム・ジャパン株式会社
　　　　代表取締役社長　秦　英之�
■参加費：一般・正会員2,000円，学生　無料
〈参加人数〉73名

２．第13回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：2013年６月24日㈪�19：00 ～ 20：30
■会場：筑波大学茗荷谷キャンパス
■テーマ：「�女性アスリートのセカンドキャリア

としての起業という選択」�
■講師：株式会社MJコンテス代表取締役
　　　　田中ウルヴェ京�
■資料費：1,000円
〈参加人数〉27名

３．第14回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：�2013年11月21日㈭�19：30 ～ 21：00
■場所：�早稲田大学早稲田キャンパス
■テーマ：「�全ての人を振り向かせる！～カード

ゲーム会社が仕掛けるプロレスカン
パニー世界一へのメディア戦略～」

■講師：株式会社ブシロード代表取締役
　　　　木谷高明
■資料費：一般：4,000円，学会員：2,000円，
　　　　　学生：2,000円
〈参加人数〉27名

企画委員会セミナー開催報告
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〈平成26年度年会費納入のお願い〉
　現在，平成26年度年会費（正会員7,000円，学生会員2,000円）の納入受付をしております．どうぞ宜し
くお願い致します．
　　　〔郵便振替〕口座番号　　００１６０－１－６００８93
　　　　　　　　　加入者名　　日本スポーツ産業学会

　　　〔銀行口座〕①三菱東京UFJ銀行　東京公務部　普通口座　3５7２６97
　　　　　　　　　②三菱東京UFJ銀行　神田支店　　普通口座　１１9８3１５

〈新会員紹介のお願い〉
　日本スポーツ産業学会の会員数は，現在，個人会員が約500名，賛助会員が20団体です．本学会は，設
立理念にもありますように，産業界，学界，官界と幅広い分野から会員を募り学会活動を進めています．
学会の趣旨に賛同し，ともに研究を進める仲間を募っています．下記事務局にご紹介頂ければ幸いです．
　日本スポーツ産業学会事務局
　　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田１丁目21番１号
　　　　　　　　早稲田大学19号館303号室�
　　　　　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　　　　　TEL：03-5286-1979（直通）
　　　　　　　　E-mail：jssi＠spo-sun.gr.jp
　　　　　　���　http：//www.spo-sun.gr.jp/　

事務局より
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「スポーツ産業学研究第25巻第１号」原稿募集
　「スポーツ産業学研究第25巻第１号」（平成27年3月発行予定）の原稿を募集し
ます．奮って寄稿されるようご案内致します．
１．原 稿 締 切　平成26年9月１日㈪
２．原稿の種類　フォーラム，原著論文（総合研究，理論研究，事例研究，調

査研究）研究ノート，書評，アゴラなど．
3．原稿の採否　編集委員会により投稿分類の妥当性および査読の可否を判定

した後に査読委員が選ばれ査読が依頼される．その査読結果
をもとに編集委員会は原稿の採否を決定し，その結果を投稿
者に通知する．

４．提出する原稿　メールの添付ファイル（ワードかPDF，図表はエクセル可）で
送付のこと．

５．論文の送付先　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田１丁目21番１号
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学19号館303号室
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　　　　　　　　　　　　日本スポーツ産業学会編集委員会
６．執 筆 方 法　「スポーツ産業学研究」投稿規定（学会ホームページ）を参照．

日本スポーツ産業学会　　「学会ニュース№90」
発行日：2014年８月10日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長　平田　竹男
編集者：中村　好男，元　　晶煜，岡　浩一朗，梶川　裕矢
　　　　越川　茂樹，児玉　有子，藤田　康範，藤本　淳也
　　　　丸山　剛生，金子佐知子
事務局：〒169-0051
　　　　東京都新宿区西早稲田１丁目21番１号
　　　　早稲田大学19号館303号室
　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　日本スポーツ産業学会事務局
　　　　TEL：03-5286-1979（直通）
　　　　E-mail：jssi@spo-sun.gr.jp
　　　　http：//www.spo-sun.gr. jp/


