【資料】
日本スポーツ学会 主催講演会
「スポーツを語り合う会」一覧
（演者の所属等は、講演会当時）

日本スポーツ学会事務局

１９９８年
１月 第１回 定期総会記念シンポジウム
第１回 「日本のスポーツに期待するもの」
岡崎 満義 様 （株）文藝春秋取締役 本学会運営理事
山口
香 様
武蔵大学教授 オリンピアン 本学会監事
池井
優 様
慶応大学名誉教授 本学会代表理事
遠山
一 様
ジャーナリスト
加藤 雅子 様
明治大学 オリンピアン 本学会会員
４月

第２回 「長野五輪大会を振り返って」
杉山
茂 様
ジャーナリスト スポーツプロディユーサー

６月

第３回 「日の丸飛行隊から四半世紀―トップスポーツ選手の引退後の諸問題」

９月

第４回 「ワールドカップ フランス大会を振り返って」
中条 一雄 様
元朝日新聞論説委員 本学会名誉会員
青地 清二 様
スポーツ解説者 オリンピアン

1１月 第５回 Muscle-metaphor and myth :Examining women’s sporting body
Jennifer Ｈargreave 様

１９９９年
１月

第２回定期総会記念講演会 基調講演
「２１世紀のスポーツを考える」
岡野俊一郎 様
ＪＦＡ日本サッカー協会会長・ＩＯＣ委員
記念シンポジウム
第６回 「２１世紀のスポーツは女性が変える」
奥野 史子 様
スポーツ解説者・オリンピアン
小林 則子 様
スポーツジャーナリスト
長崎 宏子 様
スポーツ解説者・オリンピアン
増田 明美 様
スポーツ解説者・オリンピアン

4月

第７回 「国家予算から見た日本のスポーツ事情」
小川 祐司 様
ジャーナリスト・本学会会員

５月

第８回 「懇談会 小説・漫画からみたスポーツ感」
西島 健男 様
ジャーナリスト・本学会理事
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６月

第９回 「どうしたら強くなる、日本のスポーツ」
川原
貴 様
医学博士（スポーツ医学）
国立スポーツ科学センター・本学会会員

７月

第１０回 「大リーグにおける日本の選手の今後の活躍」
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事

９月

第１１回 「私の人生とスポーツ・・・・ベーブ・ルースは本当のアマチュアだった」
松平 康隆 様
ＪＯＣ副会長 元五輪代表監督

１０月

第１２回 「スポーツにおけるドーピングの法的諸問題
――ポーランドにおけるドーピングの可罰性について――」
アンジェイ・Ｊ・シュバルツ 様 ポーランド・ポツナム大学

1２月

第１３回 「イタリアのスポーツ」
森川 貞夫 様
日本体育大学教授・本学会代表理事

２０００年
１月

第３回定期総会記念シンポジウム
第１４回 「２１世紀のスポーツはこうありたい」
江夏
豊 様
野球解説者 元プロ野球選手
倉本 昌弘 様
プロゴルファー
田口 光久 様
サッカー解説者 元Ｊリーガー

５月

第１５回 「スポーツとメディア」
太田
章 様
早稲田大学准教授・五輪メダリスト・本学会事務局長
寺島 善一 様
明治大学教授・本学会運営理事
西島 建男 様
ジャーナリスト・本学会運営理事
森川 貞夫 様
日本体育大学教授・本学会代表理事

７月

第１６回 「湘南シーレックスはなぜ生まれたか ―地域とスポーツ―」
大堀
隆 様
元横浜ベイスターズ球団社長・法政大学教授

９月

第１７回 「シドニー五輪で女子マラソンは、かく戦う」
佐々木 秀幸 様
東京マラソン組織委員会事務総長
早稲田大学教授、早稲田大学競争部総監督
アンチドーピング機構理事
日本陸上競技連盟名誉副会長・ＪＯＣ理事
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1１月

第１８回 「スポーツ振興基本計画を読む」
森川 貞夫 様
日本体育大学教授・本学会代表理事

２００１年
１月

第４回定期総会記念講演会 基調講演
「２１世紀 最速世界の日本水泳界にみるチームと個性」
高橋 雄介 様 中央大学准教授 中央大学水泳部監督 本学会会員
第１９回記念対談「オリンピック選手の指導」
吉野みね子 様
アトランタ五輪日本代表ソフトボールコーチ
増渕まい子 様
東京女子体育大学 ソフトボールコーチ

４月

第２０回 「日本女子スポーツのこれから
――私はなぜ日本女子柔道倶楽部を立ち上げたか――」
山口
香 様
武蔵大学教授・ソウルオリンピック４８kg 級銅メダリスト
本学会監事

６月

第２１回 「冬季五輪 ソルトレイクシティー ２００２」 環境問題に異議あり
志水
淳 様
日本スキーパトロール協会副会長 本学会運営理事
元障害者スキー競技日本代表コーチ

７月

第２２回 「アクション 女性・スポーツ ――今、立ち上がるアジアの女性――」
小笠原悦子 様
世界女性スポーツ会議・日本代表

９月

第２３回 「２００８年北京五輪開催決定とポスト・サマランチ体制」
伊藤 公 様
オリンピック評論家・元ＪＯＣ国際課長・本学会運営理事

1１月

第２４回 「イチローがなぜ大リーグで活躍できたか —―日米野球比較論—―」
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事

２００２年
１月

３月

第５回定期総会記念講演会 基調講演
「日本プロ野球のこれから」
豊田 泰光 様
元西鉄ライオンズプロ野球選手、野球評論家、本学会会員
第２５回「日本のスポーツのこれから」
市原 則之 様
日本ハンドボール協会会長 ＪＯＣ副会長
ＪＯＣ選手強化副本部長
第２６回 「ワールドカップ杯 直前・サッカーの可能性」
川淵 三郎 様
日本サッカー協会理事長
Ｊリーグ・チェアマン
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６月

第２７回 「スポーツと企業について」
飯田 洋三 様
株式会社デサント代表取締役会長 本学会会員

７月

第２８回 「日本のスポーツ政策について」
笠原 一也 様
ＪＩＳＳ国立スポーツ科学センター センター長
元ＪＯＣ事務局長 本学会代表理事

１０月

第２９回 「トークバトル～ワールドカップ杯サッカー～」
岡田 武史 様
ＪＦＡ日本サッカー協会常務理事 本学会会員
太田 章
様
早稲田大学准教授・五輪メダリスト・本学会事務局長

1２月

第３０回 「大学スポーツの行方」
中村 好男 様
元広島大学教授
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事
大隅
潔 様
スポーツニッポン社取締役
小林 寛道 様
日本体育学会会長 東京大学教授
高橋 雄介 様
中央大学理工学部准教授・本学会会員

２００３年
１月

第６回定期総会記念講演会
第３１回 「スポーツ指導者の会話術」
西田 善夫 様
前横浜国際総合競技場長 前ＮＨＫチーフアナウンサー

３月

第３２回 「こんな時代だからこそフランスを研究～社交・余暇・スポーツと法～」
大村 敦志 様
東京大学法学部教授

６月

第３３回 「日本のジャーナリズムの問題点」
マーティー・キーナート様
プロ野球楽天イーグルスシニアアドバイザー
スポーツジャーナリスト・早稲田大学講師・本学会会員
第３４回 「映画の中のスポーツ」
舛本 直文 様
東京都立大学教授・本学会運営理事

７月

９月

第３５回 「オリンピックのテレビ放送」
藤原 庸介 様
ＮＨＫ（日本放送協会）

１０月

第３６回「スポーツメディアの現状と未来」
阿部 雄輔 様
（株）文藝春秋取締役
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２００４年
１月

第７回定期総会記念講演会 基調講演
第３７回 「21 世紀、変わるスポーツの構図」
山本 浩 様
ＮＨＫ（日本放送協会）解説委員

３月

第３８回 「どこへ行く？日本のプロ野球」
谷沢 建一 様
元中日ドラゴンズプロ野球選手・早稲田大学客員教授
松原
徹 様
社団法人日本プロ野球選手会事務局長
野崎 靖博 様
日刊スポーツ社・編集委員
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事

５月

第３９回 「日本プロ野球フロント苦労話」
山中 正竹 様
横浜ベイスターズゼネラルマネージャー 本学会理事

７月

第４０回 「イギリス 海外の武道・スポーツ事情」
長尾
進 様
明治大学教授

１０月

第４１回
伊藤
太田
舛本
坂本
粟沢

１２月

特別講演会
第４２回 「アテネ五輪の結果分析と北京五輪の目標」
福田 富昭 様
アテネオリンピック選手団長・日本レスリング協会会長

「アテネオリンピックの総括」
公 様
オリンピック評論家・元ＪＯＣ広報・本学会運営理事
章 様
早稲田大学准教授・五輪メダリスト・本学会事務局長
直文 様
東京都立大学教授・本学会運営理事
静男 様
早稲田大学教授・本学会理事
竜彦 様
クレディセゾン・ＪＯＡ役員・本学会運営理事

２００５年
１月

第８回定期総会記念講演会
特別講演会
第４３回 「国際社会のなかで柔道の果たす役割―スポーツの出来ることー」
山下 泰裕 様
全日本柔道連盟理事・五輪メダリスト・東海大学教授

３月

第４４回 「２１世紀のスポーツについて（スポーツの伝え方）
」
中村 敏雄 様
元広島大学教授 本学会会員
西山良太郎 様
朝日新聞社スポーツ部編集委員 本学会会員
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５月

第４５回 「地方から中央を撃つー地方からの発言―」
政純一郎 様
スポーツジャーナリスト 元鹿児島新報スポーツ部記者

７月

第４６回 「オリンピック招致とこれからのＪＯＣ(日本オリンピック委員会)」
竹田 恒和 様 ＪＯＣ日本オリンピック委員会会長 本学会会員

９月

第４７回 「日本プロ野球マネジメントの裏側」
山中 正竹 様
横浜ベイスターズ専務取締役
関田
智 様
横浜ベイスターズ運営部

１１月

第４８回 「スポーツ中継に演出は必要か？」
田中
晃 様
㈱スカイパーフェクト・コミュニケションズ

２００６年
１月

第９回定期総会記念シンポジュウム
第４９回 「トリノオリンピックをかく戦う」
遅塚 研一 様
トリノオリンピック日本選手団団長

３月

第５０回
伊藤
笠原
佐藤
後藤

４月

第５１回 「緊急学習会
世界の女性スポーツの動向」
小笠原悦子 様
世界女性スポーツ会議・日本代表

９月

第５２回 「サッカーＷ杯総括とオシムジャパンの展望」
後藤 健生 様
サッカージャーナリスト

１０月

第５３回 「世界バスケ日本大会の総括」
倉石
平 様
早稲田大学スポーツ学術院准教授

11 月

「トリノオリンピックの総括とスポーツ振興」
公 様
オリンピック評論家・元ＪＯＣ国際課長・本学会運営理事
一也 様
国立スポーツセンター長・本学会代表理事
次郎 様
ジャーナリスト・東京新聞論説委員
忠弘 様
ジャーナリスト・本学会運営理事

第５４回 「人は数値で評価できない！日本代表決定の仕方に物申す！」
山本 博 様
日本体育大学短期大学部准教授
五輪メダリスト（アーチェリー日本代表）
太田
章 様 早稲田大学スポーツ学術院准教授・本学会事務局長
五輪メダリスト （レスリング日本代表）
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２００７年度(年度制へ移行のため１月が重複)
１月

第１０回定期総会記念講演会
第５５回 記念シンポジウム 「どこへ行く？日本のプロ野球」
豊田 泰光 様
元西鉄ライオンズプロ野球選手・野球評論家
牛込 惟浩 様
メジャーリーグアナリスト 元横浜ベイスターズ渉外担当
津川 晋一 様
スポーツライター 元ＮＨＫ（日本放送協会）アナウンサー
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事

５月

第５６回 「世界の中の東京マラソン」
大島 幸夫 様
元毎日新聞編集委員・ジャーナリスト

７月

第５７回 「西武ライオンズ問題の総括」
池井
優 様
慶応義塾大学名誉教授・本学会代表理事

1０月

第５８回 「世界の中の日本柔道」
山口
香 様
武蔵大学教授
ソウルオリンピック女子柔道４８kg 級銅メダリスト

１２月

第５９回 「大学スポーツの危機」
前田 祐吉 様
元慶応大学野球部監督・前アジア野球連盟事務局長
長田 渚左 様
ノンフィクション作家・ジャーナリスト・本学会代表理事
森川 貞夫 様
日本体育大学教授・本学会代表理事

１月

第６０回特別講演
田嶋 幸三
第６１回特別講演
為末
大

「ＪＦＡ２００５年宣言」世界を目指す日本サッカー
様
ＪＦＡ日本サッカー協会常務理事 筑波大学准教授
北京オリンピックに向けて「為末 大 走りの哲学」
様 アテネ・北京五輪日本代表 プロ陸上選手・ＡＦＰ所属

２００８年度
４月

第１１回定期総会記念講演会 基調講演
福田 富昭 様
北京五輪日本選手団長・日本レスリング協会会長
ＪＯＣ常務理事
第６２回 シンポジウム 「北京五輪、日本選手団かく戦う」
前原 正浩 様
日本卓球協会常務理事・選手強化本部長
金子 正子 様
日本水泳連盟理事・シンクロ委員長
森泉 貴博 様
日本体操協会・選手強化本部副本部長
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０６月

７月

第６３回特別講演 「日本のスポーツの行方」
河野 一郎 様
東京オリンピック・パラリンピック招致委員会 事務総長
ＪＯＣ理事 アンチドーピング機構理事
第６４回 「世界の車椅子バスケットボール」
安 直樹
様
イタリア・プロ車椅子バスケットボール選手
アテネパラリンピック日本代表
宮崎 恵理 様
ジャーナリスト・日本スポーツプレス協会会員

１１月 第６５回 「日米野球比較論について」
平林
岳 様
米国マイナーリーグ審判（日本人初）
元パ・リーグ東京審判部・正審判員
第６６回 「北京五輪における国立スポーツ科学センターの役割」
笠原 一也 様 国立スポーツ科学センター長 本学会代表理事
ナショナルトレーニングセンター施設長 元ＪＯＣ事務局長
３月

第６７回 「障がい者スポーツの展望」
高橋
明 様 大阪市立長居障害者スポーツセンター
元シドニーパラリンピック車椅子バスケ総監督
佐藤 真海 様 アテネ・北京パラリンピック日本代表選手 サントリー所属

２００９年度
４月

第１２回 定期総会記念講演会 基調講演
渡邉 佳英 様
大崎電気工業㈱会長 日本ハンドボール協会会長
第６８回 シンポジウム 「日本のスポーツ界、世界不況にいかに立向うか！」
石原 秀樹 様
日本経済新聞社スポーツ部
三崎冨査雄 様
野村総合研究所上席コンサルタント

７月

第６９回 「スポーツと日本柔道について」
山口
香 様
筑波大学大学院 准教授、本学会代表理事
ソウルオリンピック女子柔道４８kg 級銅メダリスト

１０月 第７０回 『２０１６・東京五輪招致について』
伊藤
公 様
元 JOC 国際課長 オリンピック評論家 本学会運営理事
舛本 直文 様
首都大学東京教授 本学会運営理事
粟沢 竜彦 様
クレディセゾン 本学会運営理事
遠藤 宏孝 様
東京都職員 本学会事務局
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１２月 第７１回 『日本のトレーナーの将来について』
比佐
仁 様 (株)スポーツプログラムス代表 プロ・スポーツトレーナー
金子
潤 様 淑徳大学講師 プロ・スポーツトレーナー
１月

第７２回 『私の新聞記者生活と日本のスポーツ改革論』
中条 一雄 様
元朝日新聞論説委員 元早稲田大学人間科学部講師
本学会名誉会員
元日本サッカー協会殿堂審査委員

２月

第７３回 『日本のスポーツ医学 過去から未来へ』
黒田 善雄 様
日本ドーピング機構会長、東京大学名誉教授
ＩＯＣクーベルタン賞受賞者、ＩＯＣ医事委員

２０１０年度
４月

第１３回定期総会講演会（第１回日本スポーツ学会大賞受賞記念）
第７４回 「箱根駅伝―不可能に挑んだ日本テレビ中継スタッフ」
坂田 信久 様
国士舘大学大学院教授・元日本テレビプロデューサー
田中
晃 様
スカパーＪＳＡＴ株式会社 執行役員専務
新井 直彦 様
日本テレビ放送網㈱スポーツ局チーフプロデュー

５月

第７５回 「日本がボイコットした、モスクワ五輪から３０年」
中条 一雄 様
元朝日新聞論説委員 本学会名誉会員
伊藤
公 様
オリンピック評論家 元日本体育協会事務局国際参事
太田
章 様
早稲田大学准教授・五輪メダリスト・本学会事務局長
時本 識資 様
桐蔭横浜大学教授スポーツ政策学部長
落合
博 様
毎日新聞社大阪本社運動部部長

７月

第７６回「国民のスポーツ権とスポーツ文化」 ― その現在と、未来を考える ―
永井 憲一 様
法政大学名誉教授 本学会代表理事
世田谷ボランティア協会会長
第一弁護士会資格審査会委員
目黒区情報審議会長
子どもの人権保障をすすめる連絡協議会長

１０月 第７７回 「スポーツ博物館の意義と魅力について」
小野 清子 様
（独）日本スポーツ振興センター理事長
元国務大臣 前参議院議員 元東京五輪メダリスト
※ 国立競技場（霞ヶ丘）施設見学・スポーツ博物館 特別（夜間）見学会を同時開催
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１２月 第７８回 「デッドマール・クラマー氏と日本サッカーについて」
岡野 俊一郎 様
（社）日本サッカー協会最高顧問
元東京五輪・メキシコ五輪サッカー代表
メキシコ五輪メダリスト
２月

第７９回 「競泳ニッポンの世界戦略について」
上野 広治 様
（財）日本水泳連盟常務理事、文科省委嘱職員
水泳ニッポン代表監督（競泳）
、日本大学水泳部監督

２０１１年度
４月

第１４回定期総会講演会（第２回日本スポーツ学会大賞受賞記念）
（第２回日本スポーツ学会大賞受賞者 国枝 慎吾 様）
第８０回 「スポーツと冒険について」
（エベレスト登山の経験を踏まえて）
三浦 雄一郎 様
冒険家 プロスキーヤー ミウラドルフィンズ代表
クラーク記念国際高校学校長（北海道）

６月

第８１回 「スポーツと原発問題」
（教養講座）
河野 太郎 様
衆議院議員 湘南ベルマーレ監査役

７月

第８２回 「震災とスポーツ界の関わり」
大東 和美 様
Ｊリーグ機構理事長（Ｊリーグチェアマン）
松原
徹 様
日本プロ野球選手会事務局長
高橋 善幸 様
釜石シーウエーブスＧＭ（ラグビー）
滝口 隆司 様
毎日新聞社東京本社運動部デスク・本会会員

９月

第８３回 「スポーツ基本法について」
鈴木
寛 様
参議院議員 前文部科学副大臣

１０月 第８４回 「スポーツ基本法を考える」
高橋
明 様
大阪市障害者スポーツセンター次長
元パラリンピック日本代表監督
笠原 一也 様
ＪＯＡオリンピックアカデミー会長 本会代表理事
前ＪＩＳＳ国立スポーツ科学センター長
１２月

第２回日本スポーツ学会大賞 授賞式記念講演会＆記念パーティー
第８５回 「世界の中の車いすテニスプレーヤー」
（トークショー形式）
国枝 慎吾 様 プロ車いすテニスプレーヤー（ユニクロ所属）
プレゼンター 坂田 信久 様 元日本テレビプロデューサー 前国士舘大学教授
スピーチ
福井 烈 様 プロテニスプレーヤー ＪＯＣ理事 日本テニス協会役員
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２０１２年度
４月

第１５回定期総会講演会（第３回日本スポーツ学会大賞 授賞式記念講演会）
第８６回 「オリンピックで金メダルを目指す」
女子柔道の競技化
柳沢
久 様
三井住友海上保険㈱女子柔道部監督 講道館評議委員
ソウル五輪女子柔道日本代表監督
電通大名誉教授

６月

第８７回 「ロンドン五輪 かく戦う！」
塚原 光男 様
ロンドン五輪選手団総監督
塚原体操センター校長
紫綬褒章受賞者
メキシコ・ミュンヘン・モントリオール五輪 メダリスト

９月

第８８回 「ロンドン五輪の総括について」
佐野 慎輔 様
産経新聞社執行役員 サンケイスポーツ代表
伊藤
公 様
オリンピック評論家 元日本体育協会事務局国際部参事
本学会運営理事

１０月 第８９回 「イスラーム女性とスポーツ」
荒井 啓子 様
学習院女子大学教授
１１月 第９０回 「スポーツと眼 （動体視力について）
」
真下 一策 様
スポーツビジョン研究会代表
１月

第９１回 「世界のオリンピック教育」
舛本 直文 様
首都大学東京 教授

２０１３年度
４月

第１６回定期総会講演会（第４回日本スポーツ学会大賞 授賞式記念講演会）
第９２回 「オレ流野球人生」
落合 博満 様
元中日ドラゴンズ監督 日刊スポーツ評論家

６月

第９３回 「第２のオリンピック ワールドゲームズを知っていますか」
師岡 文男 様
上智大学教授

１０月 第９４回 「J リーグドーピング問題を検証する
―我那覇選手のえん罪はなぜ起きたのか？」
木村 元彦 様
ジャーナリスト ノンフィクションライター
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１２月

＋αの回（ベースボースマガジン社、
『スポーツゴジラ』との協賛シンポジウム）
スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム①
「プロ野球選手たちの第二の人生を取り巻く環境とこれから」
特別ゲスト
木田 優夫 様
BC リーグ石川ミリオンスターズ 投手兼営業
司会
長田 渚左 様
スポーツジャーナリスト、スポーツゴジラ編集長
パネラー
大竹 弘和 様
神奈川大学人間科学部教授
川口 寛人 様
NPO 法人 ASS 理事長
小林 一光 様
株式会社 HI エデュケーション代表取締役社長
田口 竜二 様
白寿生科学研究所人材開発グループ長
田中
健 様
東京都議会議員
手塚 康二 様
NPB キャリアサポート担当

２０１４年度
４月

第１７回定期総会講演会（第５回日本スポーツ学会大賞 受賞式記念講演会）
第９５回 「日本のスポーツ写真のあゆみ」
岸本 健 様
株式会社フォート・キシモト 代表取締役社長

７月

第９６回 「日本の障がい者スポーツ５０年
井田 朋宏 様 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会企画情報部長

１０月 第９７回 「空道って何？！」
東 孝 様 空道大道塾創設者・代表師範、ＮＰＯ法人国際空道連盟理事長
１２月 ＋αの回（ベースボースマガジン社、
『スポーツゴジラ』との協賛シンポジウム）
スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム②
「プロ野球選手たちの実りある第二の人生とは」
特別ゲスト 小林
至 様
福岡ソフトバンクホークス株式会社執行役員
江戸川大学社会学部教授
司会
長田 渚左 様
スポーツジャーナリスト、スポーツゴジラ編集長
パネラー 水尾 嘉孝 様
トラットリア・ジョカトーレ オーナーシェフ
90 年ドラフト１位で現・横浜 DeNA ベイスターズ入団
渡辺 英昭 様
株式会社 R A M Sports 代表取締役
88 年ドラフト３位で現・千葉ロッテマリーンズ入団
養父
鉄 様
Root Baseball Academy、台湾・兄弟エレファンツでプロ
入り。その後現・福岡ソフトバンクで活躍
田口 竜二 様
白寿生科学研究所人材開発グループ長。84 年ドラフト
１位で現・福岡ソフトバンクホークス入団
原
浩之 様
白寿生化学研究所 取締役営業本部長
小林 一光 様
株式会社 HI エデュケーション代表取締役社長
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１月

第９８回 「嘉納治五郎を再考する」
「中国・南京やイスラエル、パレスチナ等での活動報告」
山下 泰裕 様
東海大学理事・副学長
「嘉納治五郎の魅力を語る」
菊
幸一 様
筑波大学大学院人間総合科学研究科
スポーツ健康システム・マネジメント専攻長

２０１５年度
４月

第１８回定期総会講演会
第９９回 「2020 年 オリンピック・パラリンピックに向かってスポーツ実況を考える」
刈屋富士雄 様
NHK エグゼクティブ・アナウンサー 解説委員室 解説委員

９月

第６回日本スポーツ学会大賞 受賞記念講演会
第１００回 「サッカーの興隆」
賀川
浩 様
サッカーライター（2015 年 FIFA 会長賞受賞）

１２月 ＋αの回（ベースボースマガジン社、
『スポーツゴジラ』との協賛シンポジウム）
第３回 スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム
「アスリート全員が抱える引退後の不安と未来 スポーツ選手の第二の人生を考える」
特別ゲスト 里崎 智也 様
株式会社オフィスＳＡＴＯ／元プロ野球選手
菊
幸一 様
筑波大学
司会・進行 田口 竜二 様
株式会社白寿生化学研究所／元プロ野球選手
長田 渚左 様
スポーツジャーナリスト／スポーツゴジラ編集長
パネラー
箕輪 義信 様
神奈川県立新城高等学校教諭／元Ｊリーガー
栃乃若
様
株式会社白寿生化学研究所／元相撲力士
村井 忠寛 様
株式会社アスリートスタンダード／
元アイスホッケープレイヤー
片山 卓也 様
理学療法士／元バドミントンプレイヤー
西田 隆維 様
株式会社オーランド／元陸上選手
３月

第１０１回 シンポジウム「スポーツ新聞 ７０年」
司会・進行 長田 渚左 様
スポーツジャーナリスト、スポーツゴジラ編集長
パネラー
荻島 弘一 様
日刊スポーツ 編集局スポーツ部編集委員
藤山 健二 様
スポーツニッポン スポーツ部編集委員
名取 広紀 様
スポーツ報知 編集局 運動第一部 部長
菅沼 克至 様
サンケイスポーツ 運動部 部長
満薗 文博 様
スポーツジャーナリスト、元東京中日スポーツ編集委員
松森 茂行 様
デイリースポーツ 編集局東京報道部運動担当部長
柴田 惣一 様
プロレス TIME 編集長、元 WEB 東スポ編集長
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２０１６年度
４月 第１９回定期総会講演会
第１０２回 「日本のテニス界は何が変わったのか？ 福井烈—松岡修造—錦織圭へ」
福井 烈
様
ブリヂストンスポーツ（株）
、日本テニス協会 常務理事、
日本オリンピック委員会 常務理事、本学会理事
６月 第１０３回 「地域にスポーツがあること 豊かなスポーツ文化を目指して」
村井 満
様
Ｊリーグチェアマン
９月 第１０４回 「2020 年東京のために −−リオのオリンピック パラリンピックに学ぶ」
荻島 弘一 様 日刊スポーツ 編集局スポーツ部編集委員
小倉 和夫 様 日本財団パラリンピックサポートセンター 理事長
大日方邦子 様 トリノパラリンピック アルペンスキー金メダリスト
１２月 第 105 回 スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム／日本スポーツ学会大賞授賞式 合同開催
第４回 スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム
八十 祐治 様
元ガンバ大阪、弁護士
第７回 日本スポーツ学会大賞受賞記念講演
今西 和男 様
元サンフレッチェ広島 GM、吉備国際大学教授

２０１７年度
４月 第１０６回 2020 年東京オリンピック・パラリンピックで何が変わるのか？
玉木 正之 様
スポーツ＆音楽評論家
５月 第２０回 日本スポーツ学会定期総会
第１０７回 スポーツの背景に潜む数理
秋山 仁 様
東京理科大学教授 数学者
１０月 第１０８回
竹田
髙田
太田
岡本
岩崎
笹田

日本は変わったのか −—1980 年モスクワボイコットから 2020 年東京へ
恆和 様
元馬術競技日本代表）
裕司 様
元レスリングフリースタイル 52 ㎏級日本代表）
章 様
元レスリングフリースタイル 82 ㎏級日本代表）
雄作 様
元自転車競技日本代表監督
恭子 様
元競泳日本代表
弥生（旧姓：加納） 様
元体操女子日本代表
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１１月 第１０９回 パラリンピックと障がい者スポーツの未来
河合 純一 様 パラリンピック競泳金メダリスト、日本パラリンピアンズ協会会長
第 110 回 スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム／日本スポーツ学会大賞授賞式 合同開催
第５回スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム
奥村 武博 様
公認会計士、元プロ野球選手
第８回 日本スポーツ学会大賞授賞式・受賞記念講演
田臥 勇太 様
B.LEAGUE・栃木ブレックス所属

２０１８年度
４月 第１１１回
第一部 スポーツ写真は何を撮る？
長田 洋平 様
アフロスポーツ
第二部 強豪国にスポーツ科学で挑む
紅楳 英信 様
日本スケート連盟科学委員
５月 第２１回 日本スポーツ学会定期総会
第１１２回 2020 以降に何を残せるのか？ ——スポーツ放送の視点から
田中 晃
様
(株)WOWOW 代表取締役社長
９月 第１１３回 スポーツ科学がもたらした変化
深代 千之 様
東京大学大学院総合文化研究科・教授
12 月 第 114 回 スポーツ・セカンドキャリア・シンポジウム／日本スポーツ学会大賞授賞式 合同開催
第６回スポーツ・セカンドキャリア・フォーラム
朝比奈 沙羅 様
女子柔道・パーク２４柔道部
第９回 日本スポーツ学会大賞授賞式・受賞記念講演
猪谷 千春 様
ＩＯＣ名誉委員、ＪＯＣ名誉委員
１月 第１１５回 「はだし」研究で見えてきたもの
金子 潤 様
中京大学スポーツ科学部助教、公認アスレティックトレーナー
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