
 - 1 -

ヒトと動物の関係学会 

第 13 回総会資料 
 

 

総会議題 

１号議案 2006 年次事業報告 

２号議案 2006 年次決算報告 

３号議案 監査報告 

４号議案 2007 年次事業計画 

５号議案 2007 年次予算 

６号議案 新評議員について 

７号議案 その他 

 

日時：2007 年３月 18 日（日）午後１時 15 分より 

場所：東京大学農学部弥生講堂 
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＜１号議案＞ 
2006 年次事業報告 
 
１）2006 年 12 月 31 日現在の会員数 正会員 ５６６名   名誉会員 ５名 
     賛助会員・法人会員 １８団体 
２）学術大会の開催 
第 12 回学術大会 麻布大学百周年記念ホール 
大会実行委員長 政岡俊夫 
参加人数 ２３６名＊   ＊印の参加人数は参加費納入者 
 
2006 年３月 25 日 
シンポジウム第一部「動物介在教育 AAE を考える」 
演者：横山章光、ヤスミン・デブー、谷田創・木場有紀、鳩貝太郎 
座長：横山章光 
 
一般口演 12 題 
 
2006 年３月 26 日 
シンポジウム第二部「獣害か人害か－猪鹿猿とヒトとの共生－」 
演者：江口祐輔、古林賢恒、羽山伸一 
コメンテーター：石田戢、和田一雄 
座長：松木洋一 
 
一般口演 12 題 
 
ポスター発表 12 題（両日開催） 
 
３）研究会の開催 
2006 年１月 21 日 第二回「学生、大学生のための学術発表審査会 2006」関東地区 
場所：日本獣医生命科学大学医療センター 
審査員：学術委員、編集委員など 
発表演題：32 演題 
 
2006 年５月 21 日 第 48 回月例会 
「動物愛護教育（ヒューメイン・エデュケーション）教育と愛護の融合」 
場所：東京大学農学部弥生講堂 
講演者：フランク・R・アシオーン、山崎恵子、山口千津子 
 
2006 年７月８日 第 49 回月例会 
「つむじから見る牛の個体差」 
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場所：東京大学農学部 7 号館 A 棟 104 号教室 
講演者：安倍直重 
司会：石田戢 
 
2006 年９月１日 HARS 共催公開講演 
「もっとペンギンを知るための行動分析学」 
場所：関西学院大学上ヶ原キャンパス B 号館 101 教室 
講演者：眞邉一近 
共催：日本行動分析学会  日本動物心理学会 応用動物行動学会 ヒトと動物の関係学会 
 
2006 年９月２日 第 50 回月例会 
「犬と日本人」 
場所：東京大学農学部 7 号館 A 棟 104 号教室 
講演者：中村禎里 
 
2006 年 10 月７日 第 51 回月例会 
「精神科臨床から見た子どもの虐待と動物虐待」 
場所：東京大学農学部 7 号館 A 棟 104 号教室 
講演者：佐野信也 
 
2006 年 11 月 26 日 第 52 回月例会 
「動物観研究会公開ゼミナール 2006」 
場所：東京農工大学農学部・2 号館 2N-103 

 開会挨拶 亀山 章 

 「動物に触れる行動についての検証」 佐々木隆馬 

 「子どもによる動物の色のイメージについて」 服部未由妃 

 「南米大陸産生物に対する眼差し」 前田伸人 

 「動物保護法とスペインの闘牛」 佐伯朝彩子 

 特別企画「動物観の東西比較」   

  「アニマルセラピー研究で感じた東西違和感」 横山章光 

  「フランス人のペット観」 清水 弟 

  「ウィルダネスのもたらしたもの」 若尾謙二 

  「ペンギン観の東西比較」 堀 秀正 

  「日本と欧米の動物園」 日橋一昭 

 総合討論「動物観の東西比較」 司会 石田おさむ 

 
2006 年 12 月２日 
「天王寺動物園見学ツアー」 
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2006 年 12 月３日 第 12 回シンポジウム in KYOTO 「上方と江戸の動物観」 
会場：大阪ペピイ動物看護専門学校 ホール 

 京・大坂と江戸の間・・・「鳥獣戯画」から「生類憐みの令」まで 奥野卓司 

  「里見八犬伝」の大江戸鳥飼ブーム 細川博昭 

  歌舞伎・文楽にみる動物と人間の関係 森田雅也 

  大坂の「孔雀茶屋」と江戸の「花鳥茶屋」 若生謙二 
 

 
４）会議の開催 
常任委員会 3/26, 7/21, 12/3 
理事会 3/26 
評議会 3/26 
編集委員会 3/26, 8/26, 9/10 
学術委員会 4/21, 6/9, 7/8, 9/2, 11/7, 12/3 
 
５）学会誌の発行 
第 17 号発刊   ８月  1200 部 
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＜２号議案＞ 
収入の部 課目 予算 決算 

  繰越金 2,209,773 2,209,773

  個人会員会費 4,000,000 2,872,500

  賛助・法人会員 1,000,000 0

  学会誌販売 300,000 115,500

  広告費 1,200,000 357,000

  協賛金   199,580

  学術大会参加費 1,000,000 1,063,000

  懇親会参加費(第 12 回学術大会＋秋季シンポジウム)   425,000

  その他の収入（別刷り・利息等 ＋ 秋季シンポジウム） 290,227 152,746

  その他の収入（学術大会／弁当・予稿集等）   33,500

  計 10,000,000 7,428,599

    

 収入総計  7,428,599

    

支出の部 課目 予算 決算 

  事務費（学術大会、月例会、シンポジウム含む） 1,750,000 1,377,210

  郵送費(学術大会、月例会、シンポジウム含む) 1,100,000 944,850

  印刷・制作費（学会誌１７号、学術大会、その他） 4,000,000 2,460,840

  編集費 0 0

  会議費 30,000 45,100

  事業費(講演料、懇親会、弁当 等） 3,100,000 1,250,148

  その他(学術審査会、振込み手数料 等)   137,007

  計 9,980,000 6,215,155

    

 支出総計  6,215,155

    

 差引残高（次年次繰越金）  1,213,444

 
＜３号議案＞ 
2006 年１月１日から 12 月 31 日までの 2006 年次における会計及び業務の監査を行い、内容について

適正であると認めたので報告する。 
      2006 年３月 16 日 
      幹事 森下はるみ  印 
      幹事 務川 光彦  印 
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＜４号議案＞ 
2007 年次事業計画（案） 
 
１）学術大会の開催 
2007 年３月 17 日（土）・18 日（日） 
東京大学農学部弥生講堂 
シンポジウム第一部「動物実験を考える」 
座長 上野吉一              
演者 
「 動物実験と Animal Rights 」   一ノ瀬正樹   
「 脳研究の現場から考える 」   泰羅雅登     
「 市民の目で見た／見えない動物実験 」 野上ふさ子 
 
シンポジウム第二部「日本とヨーロッパの動物観」 
座長 若生謙二 
演者 
「 前近代ヨーロッパの動物観 」    池上俊一 

「 なぜ『動物』だったのかーイギリス人の愛護意識再考 」  井野瀬久美惠  

「 『現代日本人の動物観』－伝統と愛情 」   石田おさむ  

 
２）研究会の開催 

シンポジウム １回（2007 年 11 月京都を予定） 
月例会  ４回（2006 年 5，7，9，11 月を予定） 
学生審査会 １回（2007 年１月 終了） 

 
2007 年２月 17 日 第 53 回月例会 
「変わる動物園」広がる指定管理者制度 
場所：東山動物園動物会館 
講演者：原久美子、辻本恒徳、石田戢 
司会：加藤由子 
 
2007 年４月 21 日 第 54 回月例会 
「江戸の遊びに登場する動物」 
講演者：青木宏一郎 
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＜５号議案＞ 
2007 年次 予算（案） 
 
収入の部    

繰越金   1213444 

個人会費  学生 100 名×2500 円   

   一般 500 名×5000 円   

   計  2,750,000 

賛助・法人会費   750000 

広告費  (学会誌 2 回)   1,000,000 

学会誌等販売      150,000 

大会参加費    1,000,000 

その他 (寄付・雑収入) 136556 

計     7,000,000 

   

支出の部    

会議費        50,000 

印刷･制作費 学会誌 2 回  

  学生学術審査会 抄録  

  学術大会 抄録  

  計  2,400,000 

郵送費      850,000 

事務費    1,500,000 

事業費    2,000,000 

その他      200,000 

計    7,000,000 

 
 
＜６号議案＞ 
新評議員について 
信實洋介（CAC 医療技術専門学校・広島県） 
三宅邦建（九州保健福祉大学・宮崎県） 
 
＜７号議案＞ その他 


