
1997 年度～1999 年度 サロン 2002 月例会テーマ一覧 

 

1997 年度 

第１回：4 月 18 日(金) 於お茶の水女子大学杉山研究室 

 1.日本サッカーにおけるナショナルアイデンティティーの確立に関する研究(高橋義雄) 

 2.韓国社会と 2002 年ワールドカップ(韓国研究者の研究発表紹介－中塚義実) 

 3.スポンサーの立場からみた巨大スポーツイベント(榎竜一) 

 

第２回：5 月 16 日(金) 於お茶の水女子大学文教育 2 号館 

 サッカーくじについて(高橋義雄／三堀潔貴)   

 

第３回：6 月 20 日(金) 台風のため中止 → 来てしまった人はそのままカリンカへ 

 

第４回：7 月 18 日(金)  於お茶の水女子大学文教育 2 号館 

 スポーツイベント雑感－スポ－ツイベントについて考えたこと･調べたこと(仲澤眞) 

 1. スポーツイベントのマーケティングに関する事例報告 

  1) ウィンブルドン･テニス大会 2)オーガスタ･マスターズ･ゴルフ大会 

 2.英国スペクテイタースポーツにおける観戦文化の形成に関する研究 

  1) ウィンブルドン･テニス大会 2)ヘンレー･ロイヤル･レガッタ 

  3)レッドカー･ホースレース 4)オーバル･クリケット 

 

第５回－夏合宿：8 月 17(日)~18(月) 於Ｊヴィレッジ 

 1. 持ち株会社解禁とプロサッカークラブの経営(井上俊也) 

 2. 国際スポーツイベントへの政府の関与(高橋義雄) 

 3. スポーツカウンセラーの教育･研修に関するＪリーグアンケート調査(坂中尚哉) 

 4. 2002 年ワールドカップの練習会場について(中塚義実／高橋義雄) 

 

第６回：9 月 18 日(木) 於筑波大学附属高校 

 2002 年ワールドカップの練習会場(キャンプ地)について(宮村剛史) 

 

第７回：10 月 17 日(金) 於筑波大学附属高校 

 サッカーを取り巻く職業について－プロ選手のセカンドキャリアを考える(大場淑子) 

 

第８回：11 月 21 日(金)  於筑波大学附属高校 

 ユース(以下の)年代のサッカーを考える(中塚義実) 

 

第９回：12 月 19 日(金)  於筑波大学附属高校 

 スポンサーからみた FIFA ワールドカップ(花田一成) 



 

第１０回：1 月 29 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1. タレント発掘の観点からみたサッカー環境とは(中塚義実) 

 2. プロサッカー選手に対するキャリアカウンセリング(木幡日出男) 

 

第１１回：2 月 20 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1. 審判活動における心理的影響に関する研究(坂中尚哉) 

 2. 横浜プロジェクト報告及び検討(木下昭英) 

 

第１２回：3 月 20 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1. Ｊリーグ球団をめぐる組織間関係の形成過程に関する研究(戸苅次郎) 

 2. 高知県サッカーの動向について(中塚頼彦) 

 

1998 年度 

第１３回：4 月 17 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1. わが国におけるサッカーの指導者養成制度について(飯田義明) 

 2. インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)について(木下昭英) 

 

第１４回：5 月 14 日(木)  於筑波大学附属高校 

 1. プロサッカー選手の職務満足に関する研究案(江口潤) 

 2. 著書紹介『幻のサッカー王国－スタジアムからみた解体国家ユーゴスラビア』(宇都宮徹壱) 

 3. フランス大会へ向けての企画･情報など 

 

第１５回：6 月 16 日(火)  於筑波大学附属高校 

 1. 著書紹介『サッカーと対峙する男－八重樫茂男』(加藤栄二) 

 2. インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)進行状況報告(木下昭英) 

 

第１６回：7 月 23 日(木)  於筑波大学附属高校 

 1. FIFA ワールドカップフランス大会報告(宇都宮徹壱他) 

 2. I.F.F.進行状況報告(木下昭英) 

 3. サロン 2002 夏合宿企画案の検討 

 

第１７回－夏合宿：8 月 1(土)~2(日)  於新横浜プリンスホテル 

 1.インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)－セミナー部門･パーティに参加(8 月 1～2 日) 

 2.Ｊリーグ観戦－横浜フリューゲルス対鹿島アントラーズ(8 月 1 日) 

 3. 新横浜プリンスホテル内での飲み会(8 月 1 日深夜) 

 

第１８回：9 月 17 日(木)  於筑波大学附属高校 



 1. フランスサッカーの現状と課題(井上俊也) 

 2. インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)報告(木下昭英) 

 

第１９回：10 月 20 日(火)  於筑波大学附属高校 

 1.｢サッカーＴＶアイ｣の試み(葉梨忠男) 

 2.体育における｢みるスポーツ｣教育の可能性と役割－女子サッカーの授業実践より(中塚義実) 

 

第２０回－緊急サロン：11 月６日(金) 於筑波大学附属高校 

 1. 横浜ＦＭ問題"に関する緊急ミーティング 

 

第２１回：11 月 20 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1.2002 年をよりディープに楽しむために－ワールドカップキャンプ地に関するレポート(野上宏志) 

 2.キャンプ候補地としての高知県の場合(宮村剛史) 

 3. 平成 14 年への提言(宇都宮徹壱) 

 

第２２回－出張サロン：12 月 12(土)~13 日(日) 於鹿島アントラーズクラブハウス他 

 1. 鹿島アントラーズのこれまでとこれから－ある関係者の独り言(長岡茂) 

 2. 平成 14 年への提言(宇都宮徹壱) 

 3. 「鹿島市フットサル大会」へ出場 

 4. 天皇杯予選観戦：鹿島アントラーズ対筑波大学 

 

第２３回：1 月 29 日(金)  於筑波大学附属高校 

 1. ＮＰＯ法について(松下徹) 

 2. サロン 2002 のこれまでとこれから(中塚義実) 

 

第２４回：2 月 18 日(木) 於筑波大学附属高校 

 Ｗ杯権利ビジネスの問題点と今後のスポンサーシップのあり方(花田一成) 

 

第２５回：3 月 17 日(水) 於筑波大学附属高校 

 サッカーくじについて(その 1)(両角晶仁) 

 

1999 年度 

第２６回：4 月 15 日(木) 於筑波大学附属高校 

 サッカーくじについて(その 2)(両角晶仁) 

 

第２７回：5 月 18 日(火) 於筑波大学附属高校 

 草サッカーはいま－未登録層のサッカーの現状と課題(浜村真也) 

 



第２８回：6 月 17 日(木) 於筑波大学附属高校 

 母国巡礼－スタジアムから見た英国流フットボール(宇都宮徹壱) 

 

第２９回：7 月 13 日(火) 於筑波大学附属高校 

 ユース年代のサッカーの方向性をさぐる(中塚義実) 

 

第３０回－出張サロン：7 月 17 日(土)～18 日(日) 於新潟市 

 サッカー振興を市民の手で(小島裕範／中塚義実) 

 

第３１回：8 月 27 日(金) 於筑波大学附属高校 

 マイノリティのスポーツ環境を考える－移植患者のスポーツ(安藤裕一) 

 

第３２回：９月 22 日(水) 於筑波大学附属高校 

 異文化を知ろう！パート２－ハンドボールと企業スポーツ（香西武彦） 

 

番外編：９月 28 日(火)～29 日(水) 

 スコットランドのスポーツ社会学者(H.F.Moorhouse)を囲む情報交歓会 

 注）28 日は、日本体育・学校健康センター主催、サロン 2002 企画 

   29 日は、主催・企画はサロン 2002、会場は日本サッカー協会で行われた 

 

第３３回：10 月 26 日(火) 於筑波大学附属高校 

 スタジアムから見た分断国家－知られざるアイリッシュ・フットボール(宇都宮徹壱) 

 

第３４回：11 月 10 日(水) 於筑波大学附属高校 

 旅行会社が育てるグラスルーツ･スポーツ－毎日コムネットのサッカービジネス(脇田英人) 

 

第３５回－出張サロン：12 月４日(土)～５日(日) 於静岡県掛川市 

 クラブ運営と公益性(鵜木恵介／伊藤薫) 

 「'99 つま恋カップミニサッカーシーズンマッチ」に出場 

 

第３６回：12 月 20 日(月) 於筑波大学附属高校 

 「アメリカのサッカー」から学んだもの(仲澤 眞) 

 

第３７回：1 月 25 日(火) 於筑波大学附属高校 

 女子ワールドカップＵＳＡのボランティアを終えて(小林美由紀) 

 

第３８回：2 月 24 日(木) 於筑波大学附属高等学校 

 Ｊリーグ選手協会(選手側)がらみる、日本サッカー界の現状と課題(信藤健仁／大場淑子) 



 

第３９回：3 月 27 日(月) 於筑波大学附属高等学校 

 サロン 2002(Ver.2000～2001)について(中塚義実) 


