2002 年学会大会

於：岡山大学
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3 月 22 日(土)
●受 付

10:00 〜

●理事会１

10:00 〜 11:00

●一般発表(１)

11:00 〜 12:30

教育学部講議棟
1F
教育学部講議棟
1F
教育学部講議棟
A …
B …
C …

入り口 中
第 4 会議室
1F 5101 教室
2F 5208 教室
2F 5206 教室

<一般発表(1‑A)> … 5101 教室 (1F) 会場
司会 海老原 修 (横浜国立大学)

11:00〜11:30 企業とスポーツの関わり方に関する一考察
門間 由記子(東北大学大学院)
11:30〜12:00 スポーツ少年団の結成過程と変容についての研究
−３つの原則に着目して−
安倍 大輔(一橋大学大学院)
12:00〜12:30 福岡市主婦卓球愛好会にみる地域
伊藤 恵造(日本体育大学)

<一般発表(1‑B)> … 5208 教室 (2F) 会場
司会 森川 貞夫 (日本体育大学)

11:00〜11:30 近代都市の空間的編成と身体管理に関する研究
小坂 美保(奈良女子大学大学院)
11:30〜12:00 学校体育におけるカイヨワの再考
藤澤 貴幸(倉敷市立児島第一高)
12:00〜12:30 戦前期学生野球における教育イデオロギー
白石 義郎(久留米大学)

<一般発表(1‑C)> … 5206 教室 (2F) 会場
司会 東元 春夫 (京都女子大学)
11:00〜11:30 2002W 杯とメディア報道−新聞社説、投稿欄、ワイドショーの分析
黄 盛彬(立命館大学)
11:30〜12:00 2002 年ワールドカップ共催と韓国社会
金 恵子(奈良女子大学)

●理事会 2
●一般発表(2)

12:30 〜 13:30
13:30 〜 14:30

教育学部講議棟
1F
教育学部講議棟
A …
B …
C …

第 4 会議室
1F 5101 教室
2F 5208 教室
2F 5206 教室

<一般発表(2‑A)> … 5101 教室 (1F) 会場
司会 堺 賢治 (愛媛大学)
13:30〜14:00 学校週５日制完全実施後のスポーツ部活動に関する研究 -その 1島田 佳奈(日本体育大学)
14:00〜14:30 学校週５日制完全実施後のスポーツ部活動に関する研究 -その２北野 英人(日本体育大学)

<一般発表(2‑B)> … 5208 教室 (2F) 会場
司会 伊藤 公雄 (大阪大学)
13:30〜14:00 ライフスタイルとしてのスポーツ- -サーフィンを事例として水野 英莉(京都大学大学院)
11:30〜12:00 『女子マネージャー』という物語の誕生
高井 昌史(関西大学大学院)

<一般発表(2‑C)> … 5206 教室 (2F) 会場
司会 市毛 哲夫 (東北大学)

13:30〜14:00 選択制という神話-スポーツと自己決定‑
大達 雄(岡山大学大学院)
14:00〜14:30 障害者スポーツの「統合」に関する一考察
藤田紀昭(日本福祉大学)
●特別講演

14:40 〜 15:10

教育学部講議棟
2F 5202 教室

"International trend of sociology of sport"
(「スポーツ社会学の国際的動向」)

Dr. Mcguire, J (Loughborough University, U.K)(国際スポーツ社会学会会長)

●課題研究
テーマセッション

15:20 〜 17:30

教育学部講議棟
A … 1F 5101 教室
B … 2F 5206 教室

<課題研究 テーマセッション A> … 5101 教室 (1F) 会場

「日韓ワールドカップとメディア(2)」

-メディアスポーツとしてのワールドカップの「韓日」もしくは「日韓」
共催は何をもたらしたのか‑
司会 黒田 勇 (関西大学)
パネリスト 中小路 徹 (朝日新聞)

黄 盛彬

(立命館大学)

森津 千尋 (同志社大大学院)
＊他にもう一人、韓国からのコメンテーターを予定。

<課題研究 テーマセッション B> … 5206 教室 (2F) 会場

「身体をどう捉えるか」
‑「心(メタフィジック)の身体論」 VS 「肉(フィジック)の身体論」‑
司会 松田 恵示 (岡山大学)
パネリスト 池井 望

(元学会長)

日下 裕弘 (茨城大学)
野崎 武司 (香川大学)
挾本 佳代 (法政大学)

●総会
●懇親会

17:40 〜 18:20
18:30 〜 20:30

教育学部講議棟
2F 5202 教室
岡山大学 生協
マスカットユニオン 3F

3 月 23 日(日)
●受 付
●一般発表(3)

9:00 〜
9:00 〜 10:30

教育学部講議棟
1F 入り口 中
教育学部講議棟

A … 1F 5101 教室
B … 2F 5208 教室
C … 2F 5206 教室

<一般発表(3‑A)> … 5101 教室 (1F) 会場
司会 黒須 充 (福島大学)
9:00〜 9:30 「地域密着型」スポーツクラブの展開とプロデューサーの役割
松野 将宏(東北大学大学院)
9:30〜10:00 総合型地域スポーツクラブの比較研究−行政主導と住民主導−
安田 洋章(岡山大学大学院)
10:00〜10:30 地域スポーツ組織の公共性に関する一考察（3）
水上 博司(三重大学)

<一般発表(3‑B)> … 5208 教室 (2F) 会場
司会 清水 諭 (筑波大学)

9:00〜 9:30 メディアとスポーツ−日本のボクシング事情から
藤山 新(東洋大学大学院)
10:00〜10:30 カナダ人とアイスホッケー：「1972 年カナダ対ソ連シリーズ」の意味するもの
嘉納 もも(京都女子大学)
10:30〜11:00 銀盤の女王の登場 −ソニヤ・へニーを手がかりに−
中川 敏子(日本女子大学)

<一般発表(3‑C)> … 5206 教室 (2F) 会場
司会 金崎 良三 (佐賀大学)
9:00〜 9:30 スポーツルールの中にある公共性について
小野寺 直樹(横浜国立大学大学院)
9:30〜10:00 東京都高校サッカー部における部員数と中途退部率に関する調査研究
澤井 和彦(東京大学大学院)

10:00〜10:30 J リーグの理念形成のフィギュレーション分析
−特に日本プロ野球機構との相互依存に注目して−
河北 健太郎(京都教育大学大学院)
●休憩

10:30 〜 10:40

●一般発表(4)

10:40 〜 12:10

教育学部講議棟
A … 1F 5101 教室
B … 2F 5208 教室
C … 2F 5206 教室

<一般発表(4‑A)> … 5101 教室 (1F) 会場
司会 亀山 佳明 (龍谷大学)
10:40〜11:10 芸道におけるフロー体験の社会学的研究
迫 俊道(広島市立大学大学院)
11:10〜11:40 ある空手道場の秩序と変動に関する一考察
大山 智徳(広島中央郵便局)
11:40〜12:10 「わざ言語」の位置づけをめぐって-意味から実践へ倉島 哲(日本学術振興会、京都大学)

<一般発表(4‑B)> … 5208 教室 (2F) 会場
司会 佐伯 年詩雄 (筑波大学)
10:40〜11:10 逃散する「出稼ぎボクサー」たち
−個有のフィールドからみたグローバル化の諸相−
石岡 丈昇(筑波大学大学院)
11:10〜11:40 スポーツの『伝播』をめぐって−フィリピンにおけるゲートボールの普及
スポーツ保存の事例
高畑 幸(日本学術振興会、大阪市立大学)
11:40〜12:10 イタリアスポーツの動向
依田 充代(日本体育大学女子短期大学)

<一般発表(4‑C)> … 5206 教室 (2F) 会場
司会 井上 俊 (甲南女子大学)

と伝統

10:40〜11:10 「高卒若年層」文化の創造と「身体の痛み」
−新宿路地裏にたむろするスケートボーダーの生活実践誌から−
田中 研之輔(一橋大学大学院)
11:10〜11:40 ボクシングサブカルチャー研究：ジムの構造分析を用いて
池本 淳一(大阪大学大学院)
11:40〜12:10 プロ野球私設応援団のフィールドワーク(その 2)
高橋 豪仁(奈良教育大学)

●特別講演(2)

13:10 〜 13:50

岡山大学自然科学研究科棟
2F 大講義室

"サッカーと日本社会のイベント化"
Dr. Manzenreiter, W (University of Vienna, AUSTRIA)
日本語講演
●公開シンポジウム 14:00 〜 16:30

岡山大学自然科学研究科棟
2F 大講義室

テーマ

「心理学化する社会とスポーツ」
報告者
大村 英昭 (関西学院大学)
香山 リカ (神戸芸術工科大学)
山之内 靖 (フェリス女学院大学)
司会
菊 幸一

(奈良女子大学)

コメンテーター
河原 和枝 (京都橘女子大学)
加野 芳正 (香川大学)

コオーディネーター
大会実行委員会

