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日本スポーツ産業学会

学会ニュース

№ 116

第８回冬季学術集会のご案内
１．日 時：2021年2月13日㈰ 10：00～17：00（予定）
２．開 催：京都先端科学大学（オンライン開催）
３．参加費：無料
４．参 加申込方法：学会HP（http://www.spo-sun.gr.jp/）“参加申し込みフォーム”よりお申し込
みください．HPからのお申込は2月8日㈪ 17時までです．尚，当日参加も受け付けます．
５．スケジュール（予定）:
9：30 受付（WEBエントリー）
10：00 オープニングセレモニー 日本スポーツ産業学会 会長挨拶
10：10 冬季学術集会シンポジウム2021 ※詳細調整中
12：00 ランチタイムセッション（オンライン100分程度）
テーマ：
「学生の，学生による，学生のための大学スポーツとは？（仮）」
 ランチタイムセッションは，ランチをしながら他大学の学生同士でテーマを決め
討論・議論することで，普段考えている疑問やゼミなどの内容についてお互いを知
ることが目的です．研究発表をする人もしない人も，どなたでも参加できます．
12：00 理事会（オンライン開催）
13：50 リサーチ・カンファレンス2021
17：00 各セッションの表彰及び理事長の挨拶
６．問合せ先：日本スポーツ産業学会事務局（Mail: jssi@spo-sun.gr.jp）

日本スポーツ産業学会第30回大会開催について
第30回学会大会が下記のように開催されますので，ご予定の程お願い申し上げます．

１．会 期：2021年7月10日㈯～11日㈰
２．会 場：九州産業大学 福岡県福岡市東区松香台2－3－1
３．実行委員長：西崎信男（九州産業大学）
４．プログラム（案）
：
一般研究発表，本部企画コンペ・ポスター発表，実行委員会企画，総会，懇親会
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リサーチ・カンファレンス2021について
リサーチ・カンファレンスは，専門学校生，短

〇発表申込期限：2020年12月29日㈫ 17時（厳守）

大生，大学生，そして大学院生が「学生らしく」
，

〇発表要旨提出期限：2021年１月22日㈮（開催当

研究の成果を報告するセッションです．皆さんの
フレッシュでエネルギッシュな発表を数多くお待

日配信の要旨集原稿）正午（厳守）
〇若手研究者セッション，卒論セッション，ジュ

ちしています．

ニアセッション要旨

〇参加資格

若手研究者セッション：大学院生
（前

 A4用紙2枚，発表要旨書式を学会ホーム

期課程・後期課程）

ページよりダウンロードして使用

卒論セッション：学部4年生

〇リサーチ・カンファレンス2021発表要旨提出方法：

ジュニアセッション：学部1～3年

 学会事務局宛（jssi@spo-sun.gr.jp）E-mail添

生・短大生・専門学校生

付ファイルで提出

〇若手研究者セッション，卒論セッション，ジュ

〇発表当日までに用意する資料

ニアセッション，それぞれにおいて審査員が評

 プレゼンテーション用ppt（プレゼンテー

価し，優秀研究に対して各部門の賞が授与され

ション時間は11分程度を予定）

ます．

〇表彰

 受賞対象となるのは，発表申込時に事前エン

・審査対象：発表要旨

トリーした人のみ．

・表彰のカテゴリー：

〇発 表申込方法：日本スポーツ産業学会ホーム
ページ「リサーチ・カンファレンス2021」発表

若手研究者セッション：大学院生
卒論セッション：学部4年生

申込フォームよりお申込ください．

ジ ュ ニ ア セ ッ シ ョ ン： 学 部1 ～3回 生・

 発表をされる方は参加申込を併せておこなっ

短大生・専門学校生

てください．

Sports Business Japan 2020 企画提言コンペ開催報告
例年学会大会時に行われたおりましたアイデア

・
「ポスト東京オリンピック・パラリンピック

コンペにつきましては，本年は10月6日㈫にス

競技大会と感染症禍におけるスポーツ振興：

ポーツビジネスジャパン内でオンライン開催とな

地域戦略モデル」

りました．31件の応募があり，厳正な審査の結果

久保雄一郎（神戸大学）

選ばれた5件の発表者が当日プレゼンし，スポー
ツ庁関係者，学会理事長ほかの審査を経て，次の
ような結果となりました．
〇スポーツ庁長官賞
・
「ドライブシアター新設によるプロスポーツ
の活性化」
中京大学草薙健太ゼミ：小塚天眞，清水亮
佑，深谷駿希，長谷川葉月
〇日本スポーツ産業学会会長賞
・
「スポーツへのESG投資促進：大学のスポー
ツ資源を例に考える」

左から長谷川葉月氏，小塚天眞氏，清水亮佑氏，
深谷駿希氏

萩原悟一（九州産業大学）
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萩原悟一氏

久保雄一郎氏

Sport Policy for Japan（SPJ）開催報告
食堂〜コロナ禍で見えた新たな『居場所』づく

スポーツ政策学生会議（SPJ）2020が11月21日

り〜」

㈯・22日㈰にオンラインにて無事開催されました．

・順天堂大学

今回の参加は20大学，54チームとなりました．各

工藤ゼミＡ

「規格外野菜≠食品ロス！〜必要とされるプロ

種表彰につきまして以下のようにご報告いたしま

スポーツチームの認知度と発信力〜」

す．受賞チームに限らず，ご参加いただいたすべ

・順天堂大学

てのチームの発表が素晴らしい内容でした．全て

工藤ゼミＣ

「障がい者スポーツ×教育で築くダイバーシ

の参加チームと学生，ご指導された教員の皆様，

ティ社会の実現」

審査員，運営スタッフの学生，院生，SPJのOB，
ご後援，ご協賛いただいた皆様に心より感謝申し

○協賛社特別賞

上げます．

◦協栄

○最優秀賞

・立教大学

四国大学

ership）アカデミー」の提案〜防災×スポーツ

スリートと農家の共生〜」

×リーダーシップ〜」

○優秀賞

◦PwCコンサルティング

・順天堂大学

工藤ゼミＢ

・順天堂大学

「スポーツを通じた地方創生−鹿島市を元気に
松尾ゼミＡチーム

◦笹川スポーツ財団
・明治大学

特別賞

澤井ゼミＡ

「移住促進におけるＪリーグ活用法の研究−Ｊ

ership）アカデミー」の提案〜防災×スポーツ

クラブ公認地域ウェルカムカフェの設立−」

×リーダーシップ〜」

◦UNIVAS

松尾ゼミＢチーム

特別賞

・東北学院大学

「男性の育児休業に向けた「子育てパパ応援プ

天野ゼミ

「運動部における新型コロナウイルス感染症の

ロジェクト」の提案」

影響について」

澤井ゼミＡ

「移住促進におけるＪリーグ活用法の研究−Ｊ

○特別賞
・東海大学

クラブ公認地域ウェルカムカフェの設立−」
・一橋大学

工藤ゼミＡ

スポーツチームの認知度と発信力〜」

「防災強化に向けた「BSL（Bousai Sport Lead-

・明治大学

特別賞

「規格外野菜≠食品ロス！〜必要とされるプロ

する「鹿の子プロジェクト」−」

・立教大学

松尾ゼミＡチーム

「防災強化に向けた「BSL（Bousai Sport Lead-

大野ゼミ

「スポーつながリズム」が描く未来図〜大学ア

・立教大学

特別賞

萩ゼミ

「中学生のスポーツ実施率を向上するために～

岡本ゼミチームＩ

「子どもの健康促進のためのオンライン子ども
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苦手な生徒に焦点を当てて～」

・東海大学

大津ゼミ

スリートと農家の共生〜

「東京2020を通じた循環型社会への貢献－アップ

・２位（同数で２チーム）：順天堂大学

サイクルによる無形のレガシー創出に向けて－」
・亜細亜大学

石黒ゼミＢ

「スポーツを通じた地方創生−鹿島市を元気に

「コロナ禍におけるスポーツ実施率向上プロ

する「鹿の子プロジェクト」
−」

ジェクト〜地域の魅力を活かした「スポーツマ

・２位（同数で２チーム）：立教大学

イクロツーリズム」の提案〜」
・明治大学

松尾ゼミ

Ａチーム

後藤ゼミＣチーム

「防災強化に向けた「BSL（Bousai Sport Lead-

「虹プロジェクト－「彩虹（ツァイホン）ボール」

ership）アカデミー」の提案〜防災×スポーツ

ですべての人をHAPPYに！－」
・神奈川大学

工藤ゼ

ミＢ

×リーダーシップ〜」

大竹ゼミチームＣ

■後援

「健康に特化したワンストップ型交流拠点から

（公財）笹川スポーツ財団，（一社）大学スポーツ協

地域コミュニティを救う－多摩ニュータウンを

会（UNIVAS），
（公社）日本プロサッカーリーグ，

ケースステディとして」

スポーツ庁

・明治大学

澤井ゼミＢ

■協賛

「ｅスポーツの社会的意義と障がい者雇用」

㈱協栄，PwCコンサルティング，TSO Interna-

○学生投票結果

tional㈱，SPORTEC ～日本最大のスポーツ・健

・１位：四国大学

大野ゼミ

康産業総合展示会～，ケイモンドコンサルティン

「スポーつながリズム」が描く未来図〜大学ア

グ株式会社

最優秀賞の四国大学と審査員の記念撮影

プレゼンシーン

スポーツ産業アカデミー開催報告
※日

※日

時：2020年10月13日㈫ 18：00～19：30

■テーマ：ｅスポーツが起こす変革

■テーマ：ｅスポーツを通じたNTTの挑戦

～
 サードウェーブが提唱したｅスポー

～ ｅスポーツ施設 eXeFieldAkiba の

ツエコシステムの意義～

背景と戦略
■講

■講

師：榎本

■会

場：Zoomウェビナー

師：梁 瀬和人（株式会社NTT e-Sports・
靖（株式会社NTTぷらら・経

■参加申込者数：68人

営企画部長）他
■会

一郎（株式会社サードウェーブ

取締役副社長）

顧問）
木 谷

時：2020年11月10日㈫ 18：00～19：30

場：Zoomウェビナー

■参加申込者数：68人

－4－

※日

■講

師：正廣

ネス？～セガのeスポーツ戦略にみる

■会

場：Zoomウェビナー

可能性を考える～

■参加申込者数：70人

時：2020年12月8日㈫ 18：00～19：30

康伸（株式会社セガ

ｅスポー

ツ推進室）

■テーマ：ｅスポーツはゲーム？スポーツ？ビジ

事務局より
〈2020年度年会費納入のお願い〉
現在，2020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
加入者名

００１６０－１－６００８９３
日本スポーツ産業学会

〔銀行口座〕①三菱UFJ銀行
②三菱UFJ銀行

東京公務部

普通口座

３５７２６９７

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600名，賛助会員が15団体，法人会員が11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
〒202-0021

東京都西東京市東伏見２丁目７番５号
早稲田大学７５－２

体育教室棟３０１号室

早稲田大学スポーツビジネス研究所内
TEL/FAX：042-461-1241
E-mail：jssi＠spo-sun.gr.jp
https：//spo-sun.gr.jp/
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「スポーツ産業学研究」原稿募集
「スポーツ産業学研究」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 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．

２．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．

３．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．

４．論文の送付先

〒202-0021

東京都西東京市東伏見２丁目７番５号
早稲田大学75－２

体育教室棟301号室

早稲田大学スポーツビジネス研究所内
日本スポーツ産業学会編集委員会
５．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№116」
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