
 
 
	 2014年 3月 9日、第 20回総会が行われました。1号議案から 9号議案まで
執行部の提案通りに承認されましたのでご報告申し上げます。 
 

	 

	 

ヒトと動物の関係学会会長	 石田	 戢	 
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ヒトと動物の関係学会  
第２０回総会資料  

 

 

総会議題 

１号議案	 2013年次事業報告 

２号議案	 2013年次決算報告 

３号議案	 監査報告 

４号議案	 2014年次事業計画（案） 

５号議案	 2014年次予算（案） 

６号議案	 新評議員について 

７号議案	 役員の選出について 

８号議案	 会長推薦理事及び執行体制について 

９号議案	 その他 

 

 

日時：2014年 3月 9日（日）午後 1時より 

場所：東京大学教養学部 13号館 1313番教室 
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＜１号議案＞	 

2013 年次事業報告	 

１）2013 年 12 月 31 日現在の会員数	 正会員	 718 名	 	 	 名誉会員	 2 名	 

	 	 	 	 	 賛助会員・法人会員	 8 団体	 

２）学術大会の開催	 

第 19 回学術大会	 東京大学農学部 1 号館 8 番教室、アネックスセイホクギャラリー	 

大会実行委員長	 南	 佳子（みなみ動物病院）	 

参加人数	 129 名	 	 	 	 

3 月 9 日(土)・3 月 10 日(日)	 

シンポジウム１「エコツーリズム」	 

演者：鹿熊	 勤「六次産業化の視点から展開されている獣害対策事例」	 

広瀬	 敏道「地域を元気にする日本型のエコツーリズム」	 

横山	 隆一「	 日本のエコツーリズムの課題	 」	 

	 

震災特別講演	 

松木	 洋一「東京電力福島第一原発事故の放射能に曝されている	 家畜と飼育農家、

支援市民の現況－避難地域にはまだ 900 頭以上の肉牛が生きている！」	 

	 

シンポジウム２「猫がジェンダーを超えるとき－男が猫を飼う心理」	 

演者：内山	 秀彦「現代社会における猫の存在」	 

井本	 史夫「猫男子ですが、何か？」	 

室岡	 一郎「なぜ、男たちはネコと暮すのか」	 

遠矢	 家永子「『男』がネコに癒されたいワケ」	 

	 

一般口演 21 題	 	 ポスター演題 8 題	 

	 

３）研究会の開催	 

2013 年１月 26 日（土）第 9 回「学生・院生のための学術発表審査会 2013」	 

	 審査員：学術委員、編集委員など	 

	 審査演題：21 演題（関東 12：関西 9）	 この年から発表会形式での審査は行わない	 

	 

2013 年１月 26 日（土）	 関西シンポジウム 2013「ヒトと動物の関わりー癒しから治療へ」	 

	 場所：京都女子大学Ｆ校舎（法学部校舎）模擬法廷	 

	 コーディネーター：大矢	 大	 

	 進行：	 伊谷原一	 

	 演者：横室	 純一「犬を用いた重度発達障害へのプログラム」	 

	 	 	 	 大矢	 大「ペットの関わりと精神療法」	 
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	 	 	 	 森阪	 匡通、酒井	 麻衣、小木	 万希「イルカと泳ぐ」	 

	 	 	 	 亀崎	 直樹「障害をもつ子供と飼育下のイルカの触れ合い」	 

	 

2013 年 4 月 27 日(土)	 	 第 97 回月例会「日本人の動物観」	 

場所：帝京科学大学	 千住キャンパス	 本館 3 階 1305 教室	 

	 講演者：石田	 戢	 

	 

2013 年 6 月 22 日(日)	 第 98 回月例会「PTSD とアニマルセラピー~その可能性を探る	 

アローン・ワッサーマン氏をお招きして」	 

	 講演者：アローン・ワッサーマン	 

	 

2013 年 10 月 5 日(土)	 第 99 回月例会「IAHAIO カンファレンス 2013 報告会」	 

場所：帝京科学大学北千住キャンパス本館	 1301・02 教室	 

講演者：内山秀彦	 

冨永佳与子	 

帝京科学大学学生の皆様	 

小林愛	 

濱野佐代子	 

加藤元	 

横山章光 

	 

2013年 12月１日(日)	 第 100回月例会	 動物観研究会 2013公開ゼミナール 
「鳥を飼う人が少なくなったわけ」 

場所：東京農工大学農学部	 ２号館	 １階	 11番教室 
演題：開会挨拶	 亀山	 章 

「郊外型・都市型動物園における来園者の比較と考察～多摩動物公園と野毛山動物

園の来園者実態調査 2013より～」 
籾山あずさ・大林駿斗・大崎康平・齋藤美雪・石田戢 

「動物園来園者の動物園観」	 	 	 	 	 大崎康平・大林駿斗・籾山あずさ・石田戢 
「アニマル・コミュニケーターについて」	 	 	 	 	 	 	 	 	 小澤淳司・横山章光 

 	 	  「イマジナリー・コンパニオンについて」	 	 	 	 	 	 	   安倍由里香・横山章光 
「動物の他者性に関する考察」                                      平	 侑子 
「動物慰霊・供養碑に表われた人と動物の関係の時代変遷」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 依田賢太郎 
「動物観をつくる動物園―熊本市動植物園のサル山と飯田市動物園のカモシカ展示」

若生謙二 
「公立動物園が住民福祉施設になった時-日本動物園経営史（1951～1982 年）-」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

佐渡友陽一・若生謙二・石田戢 
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 特別セッション「日本人が鳥を飼わなくなったわけ」 
「日本人が鳥を飼わなくなったわけ」                                  細川博昭 
「江戸時代の川柳に詠まれた飼い鳥たち」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 安田容子 
「文鳥を用いた動物介在教育の検討と保護者の反応について」      井口楓・花園誠 

      総合討論 
 
４）会議の開催 
常任理事会	 3/10, 4/30, 9/28 
理事会	     3/10 
評議員会	   3/10 
編集委員会	 3/10 
学術委員会	 1/27, 4/30, 9/28 
 
５）学会誌の発行 
第 33号発刊 1月 1200部 
第 34号発刊 3月 1200部 
第 35号発刊 7月 1200部 
第 36号発刊 12月 1000部    
動物観研究 18号 12月 1100部 
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＜４号議案＞  
2014年次事業計画（案） 
 
１）学術大会の開催 
2014年 3月 8（土）・9日（日） 
東京大学駒場キャンパス	 13号館 1313教室 
	 シンポジウム第一部「20周年記念シンポジウム	 これまでとこれからのHARsを考える」 
「HARs発足と発展の経緯」 

	 	 コーディネーター：石田	 戢 
	 	 演者：林良博「HARsとは何か」	 

奥野卓司「HARs発足の頃」	 
井本史夫「継続の力は遊びの心」	 

	 「今後の HARs を考える」	 

	 	 演者：加藤謙介「『ヒトと動物の関係学会誌』に見られる「ヒトと動物の関係」に関

する一試論」	 

横山章光「これからの HARsへの提言」	 
シンポジウム第二部「犬はどこまで理解されたのか」 

	 	 座長：南 佳子 
    演者：村山美穂「犬の性格を遺伝子から見るー作業犬の選択のためにー」	 	 

甲田菜穂子「身体障害者補助犬と社会の受け入れ」	 

荒田明香「ここまでわかったイヌの行動（仮題）」 
 
２）研究会の開催	  

シンポジウム 2  回（2014年 1月京都終了） 
月例会  4	 回（2013年 12月 終了） 
学生審査会 1  回（2014年１月 終了） 

 
2014年 1月 26日（日）第 10回「学生、大学院生のための学術発表審査会 2014」 
	 審査員：学術委員、編集委員など 
	 演題：22演題（関東 18、関西 4） 
	 ＊発表会形式での審査は行わず、審査員による審査のみ 
 
2014年 1月 26日（日）	 関西シンポジウム「人と動物の関係学と高校教育」 
	 場所：京都女子大学Ｆ校舎（法学部校舎）模擬法廷	 

	 コーディネーター：若生謙二	 

	 パネリスト：	 喜多村晴幸「大阪の農業高校での農と動物を通じて学ぶ取り組み」 
	 	 	  	 	 	  	   原敬一「魅力ある動物関連学科づくり」 
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	 	 	 	 	 	   	   三輪嘉文「動物との関わり方が、学校、学科を変えた」 
	 コメンテーター：福岡今日一 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 細井戸大成  
 
 
2014年 6月	 第 101回月例会「亀	 その不思議な魅力について（仮題）」予定 
2014年 9月	 第 102回月例会	 開催予定	 内容検討中 
 
 
 
 
＜５号議案＞  
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＜６号議案＞  
新評議員について  

会田 保彦 ヤマザキ学園大学  大丸 秀士 元安佐動物公園 

天野 卓 ヤマザキ学園大学  高野 正博 高野病院・熊本 

安藤 孝敏 横浜国立大学  高橋 春成 奈良大学 

安藤 元一 東京農業大学  工 亜紀 さつきﾍﾟｯﾄ行動ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・東京 

伊勢田哲治 京都大学  竹田津 実 写真家 

石田 オサム 帝京科学大学  竹花 正剛 R.E.A.D.D.学習相談室・大阪 

井本 史夫 井本動物病院・横浜  武部 正美 武部獣医科医院・横浜 

入交 眞巳 日本獣医生命科学大学  田名部雄一 岐阜大学 

岩重 慶一 HAB21 研究所  谷口 和之 岩手大学 

大石 孝雄 東京農業大学  津田のぞみ のぞみ牧場学園 

太田 恵美子 Ｅｑｕｉｎｅ Ｆａｃｉｌｉｔａｔｅｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ  坪田 敏男 北海道大学 

太田 光明 麻布大学  野中 健一 立教大学 

大谷 伸代 麻布大学  信實 洋介 朝日医療専門学校福山校 

大矢 大 京都女子大学  波多野幾也 NPO 法人日本放鷹協会 

尾形 庭子 Purdue University  旗谷 昌彦 旗谷動物病院 

小川 益男 東京農工大学  花園 誠 帝京科学大学 

柿沼 綾子 柿沼ペット病院･栃木  濱野佐代子 帝京科学大学 

加隈 良枝 帝京科学大学  平岩由伎子 純血日本猫保存会 

柏村 文郎 帯広畜産大学  水越 美奈 日本獣医生命科学大学 

椛島 大輔 嬉泉子どもの生活研究所  三宅 邦建 九州保健福祉大学 

川嶋 舟 東京農業大学  宮下 実 近畿大学 

汾陽 光盛 北里大学  務川 光彦 エトレ 

栗田 博之 大分市教育委員会  村山 美穂 京都大学 

黒澤 弥悦 東京農業大学  森 裕司 東京大学 

楠瀬 良 日本装蹄協会  森下 はるみ   

小暮 規夫 小暮動物病院  森島 隆司 みどり動物病院・名古屋 

小菅 正夫 北海道大学  山口 千津子 (公社)日本動物福祉協会 

木場 有紀 帝京科学大学  山越 言 京都大学 

小宮 輝之 元(財)東京動物園協会  安田 章人 九州大学 

首藤 文榮 岩手大学  山根 義久 (財)鳥取県動物臨床医学研究所 

東海林克彦 東洋大学    

杉田 陽出 大阪商業大学    

杉本 恵子 南小岩ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ・東京    

清野 聡子 九州大学    
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＜７号議案＞  
役員の選出について  
 
ヒトと動物の関係学会立候補者 
 
	 ヒトと動物の関係学会会則施行第 4 条の規定により、石田会長の推薦を持って常任理事
会で決定され、平成 25年 12月 14日に委嘱を受けた選挙管理委員の務川光彦、花園誠をも
って平成 26年 1月 10日付けで会則第 10条の規定による役員の立候補を募りました。平成
26年 2月 8日当日消印有効の締切後、2月 15日時点で以下の立候補があり、それぞれ定数
であったことを確認し、ご報告いたします。 
 
会長候補立候補者	 	 若生	 謙二	   （大阪芸術大学） 

以上 1名 
 
理事候補立候補者	 	 奥野 卓司     （関西学院大学） 

南	 佳子	 	 	 	 	 (みなみ動物病院)	 

新島	 典子	 	 	 	 (ヤマザキ学園大学)	 

福岡	 今日一	 （㈱イードッグ研究所）	 

加藤	 謙介	 	 	 	 (九州保健福祉大学)	 

中島	 定彦	 	 	 	 (関西学院大学)	 

小川	 博	 	 	 	 	 	 	 (東京農業大学)	 

内山	 秀彦	 	 	 	 	 (東京農業大学)	 

細井戸	 大成	 （㈱VR	 ENGINE）	 

横山	 章光	 	 	 	 （帝京科学大学）	 

以上 10名 
 

ヒトと動物の関係学会	 選挙管理委員会 
務川	 光彦	 （株式会社東急エージェンシー） 
花園	 誠	 	 （帝京科学大学） 

平成 24年 2月 15日 
理事会推薦監事候補 
天野	 卓（ヤマザキ学園大学） 
加藤	 由子（フリーライター） 
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＜８号議案＞  
会長推薦理事及び執行体制について  
 
平成 26年 3月 9日 
 
1.	 会長推薦理事 
	 ヒトと動物の関係学会会則施行規則第 10条の規定により、新会長の推薦によって推薦さ
れた理事 9名は以下の通りです。 
 
会長推薦理事	 	 池谷和信	 （国立民族学博物館） 

伊谷原一	 （京都大学） 
甲田菜穂子（東京農工大学） 
小林信一	 （日本大学） 
近藤誠司	 （北海道大学） 
局	 博一	 （東京大学） 
瀬戸口明久（京都大学） 
谷田	 創	 （広島大学） 
吉田剛司	 （酪農学園大学） 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上 9名 
 
 
2.	 執行体制について（案） 
	 副会長、事務局長、常任理事は以下の通りとする。 
 

副会長	 

伊谷	 原一	 

奥野	 卓司	 

事務局長	 

南	 佳子	 

	 

常任理事	 

内山秀彦（学術担当）	 

加藤謙介（編集担当）	 

横山章光（国際担当）	 

吉田剛司（編集委員長）	 
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＜9 号議案＞  
その他	 


