2021 年度障害科学学会総会
議

事：

1.

2021 年度議事録の確認

（資料 1）

2.

2021 年度事業報告(案)

（資料 2-1）

障害科学研究 46 巻の刊行状況

（資料 2-2）

3.

2021 年度決算(案)

（資料 3）

4.

2022 年度事業計画(案)

（資料 4）

(1)

障害科学研究第 47 巻刊行日程について

（資料 5）

(2)

投稿論文の募集案内文書について

（資料 6）

5.

2022 年度予算(案)

（資料 7）

6.

2021 年度優秀論文賞の選考結果報告：
筆頭著者 石塚祐香（筑波大学）
「就学前の自閉スペクトラム症児における対人・集団行動ルールの獲得
支援 — 保護者によるビデオ教材を用いた就学移行支援の効果 —」

7.

2021 年度研究奨励賞・実践賞の選考結果報告：被推薦者なし

8.

会員現況

（資料 8）
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資料１
2020 年度障害科学学会総会議事録（案）
●日時・場所：議事内容の Web 公開・会員からの文書による意見の聴取による議決確認・
承認
以下の議事が進行された。
１．2019 年度障害科学学会議事録(案) (資料 1)
資料に基づき、2019 年度障害科学学会議事録(案)が提案され、審議の結果、原案通
り承認された。
２．2020 年度事業報告（案）
（資料 2）
資料に基づき、以下の事業報告（案）が提案され、審議の結果、原案通り承認され
た。
１）刊行事業：機関誌 45 巻の刊行・44 巻のつくばリポジトリおよび J-STAGE 掲載、
研究発表会論文集の作成・Web 掲載
２）定例事業：第 16 回総会、研究発表会、講演会（最終講義）
、受賞者講演、若手
研究者、優秀研究者、優秀実践者への顕彰、学会役員の改選
３）その他：なし
３．2020 年度決算（案）
（資料 3）
資料に基づき、決算（案）が提案され、審議の結果、原案通り承認された。
４．2021 年度事業計画（案）
（資料 4・5・6）
資料に基づき、以下の事業計画（案）が提案され、審議の結果、原案通り承認された。
１）刊行事業：機関誌 46 巻の刊行・45 巻のつくばリポジトリ・J-STAGE 掲載、研究
発表会論文集の作成・Web 掲載
２）定例事業：第 17 回総会、研究発表会、講演会・シンポジウム等の開催、受賞者
講演の開催、若手研究者、優秀研究者、優秀実践者への顕彰
３）その他：なし
５．2021 年度予算 (案)（資料 7）
資料に基づき、2021 年度予算（案）が提案され、審議の結果、原案どおり承認され
た。
６. 2020 年度障害科学学会各賞受賞者(資料 2 参照)
資料に基づき、今年度の優秀論文賞、研究奨励賞および優秀実践者は該当者なしと
いうことが承認された。
７．入会・退会の承認（資料 8）
2021 年 2 月 17 日現在、会員総数は 836 名であることが報告された。また、新入会員
19 名（一般会員 14 名・学生会員 4 名・学域会員 1 名）の入会と退会会員 7 名（一般
会員 6 名、学域会員 1 名）の退会が示され、審議の結果、承認された。
８. 次期理事候補者(案) （資料 9）
資料に基づき、審議の結果、理事候補者 13 名が承認された。
９．その他

なし
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資料２-1

「2021 年度事業報告」（案）
Ⅰ

刊行事業
1．機関誌「障害科学研究第 46 巻」電子ジャーナル刊行・45 巻つくばリポジトリ・J-STAGE
掲載（会員向けに学会 Web ページで先行公開・パスワード文書を会費請求書とと
もに郵送）
2．研究発表会論文集の作成・Web 掲載

Ⅱ

定例事業
1．第 17 回（2021 年度）大会・総会の開催
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、参集しての大会・総会の開催を中
止とし、2022 年 3 月 5 日(土)～の大会論文集の Web 公開をもって、研究発表
の成立とした。
2．研究発表会の開催：上記の通り、大会発表論文集の公開をもって研究発表会の開催
とみなした。
3．講演会・シンポジウム等の開催：上記の通り中止
4．受賞者講演の開催：上記の通り中止
5．優秀研究者への顕彰（優秀論文賞）
：
筆頭著者 石塚祐香（筑波大学）
「就学前の自閉スペクトラム症児における対人・集団行動ルールの獲得
支援 — 保護者によるビデオ教材を用いた就学移行支援の効果 —」
6．若手研究者への顕彰（研究奨励賞）
：なし
7．優秀実践者への顕彰（実践賞）
：なし

Ⅲ

その他
なし
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資料２-2

障害科学研究第 46 巻 学会誌の編集状況
1. 編集状況について
39 編の論文が申し込み (45 巻は 41 編)
35 編の論文を受稿 (45 巻は 31 編)
21 編の論文が採択

(45 巻は 24 編)

12 編の論文が不採択 (45 巻は 7 編)
2 編の論文が取り下げ (45 巻は 0 編)
採択された 21 編の再校正原稿を著者に送付済み
2. 今後の予定
刊行予定日：2022 年 3 月 31 日(木)
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資料３

「2021 年度決算報告」（案）
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資料４

「2022 年度事業計画」（案）

Ⅰ

刊行事業
1．機関誌「障害科学研究第 47 巻」PDF 刊行・46 巻つくばリポジトリ・J-STAGE 掲載（会
員向けに学会 Web ページで先行公開・パスワード文書を会費請求書とともに郵送）
2．研究発表会論文集の作成・Web 掲載

Ⅱ

定例事業
1．第 18 回（2022 年度）大会・総会の Web 開催：2023 年 3 月上旬～3 週間程度
会場：Web 開催
2．研究発表会の開催（Web 開催）
3．講演会・シンポジウム等の開催（オンライン開催）
4．受賞者講演の開催（オンライン開催）
5．優秀研究者への顕彰（優秀論文賞）
6．若手研究者への顕彰（研究奨励賞）
7．優秀実践者への顕彰（実践賞）
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資料５

2022 年度「障害科学研究

第 47 巻」刊行日程（案）

題目締切

6 月 21 日（火）

原稿締切

8 月 22 日（月）

第１回編集委員会（査読者の決定等）

8 月 31 日（水）

第１回査読開始

9 月 2 日（金）

第１回査読締切

9 月 22 日（木）

著者修正開始

9 月 22 日（木）

著者修正締切

10 月 12 日（水）

第２回査読開始

10 月 12 日（水）

第２回査読締切

10 月 25 日（火）

著者修正開始

10 月 25 日（火）

著者修正締切

11 月 4 日（金）

第３回査読開始

11 月 4 日（金）

第３回査読締切

11 月 14 日（月）

掲載決定（掲載順等）

12 月 30 日（金）

電子原稿，著作権譲渡同意書締切

1 月 5 日（木）

印刷所入稿

1 月 6 日（金）

初回校正開始

１月 23 日（月）

初回校正締切

1 月 30 日（月）

再校正開始

2 月 3 日（金）

再校正締切

2 月 10 日（金）

三回目校正開始（編集幹事）

2 月 22 日（水）

三回目校正終了（編集幹事）

2 月 24 日（金）

発行

3 月 31 日（金）
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資料６
2022年3月31日
※Web掲載日で記載予定
障害科学学会会員 各位
障害科学研究編集委員長 野呂 文行

障害科学研究第47巻への投稿論文の募集について
新緑の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、「障害科学研究」第47巻（2023年3月刊行予定）への掲載論文を、下記の要領で募集
いたします。多くの会員の方々にご研究の成果をご投稿いただければ幸いに存じます。
なお、採択された論文の掲載に際しましては、J-Stage搭載料といたしまして1万円を著
者にご負担いただきますことをご了承ください。
記
１．申し込み要領
期日までに以下の５項目を編集委員会までご連絡ください。折り返し原稿提出要領を
お送りいたします。
①執筆代表者名，所属
②表題
③論文の種別（原著，短報，資料，実践報告，展望）
※種別の詳細については投稿規定をご覧ください。
④連名著者がいる場合は全員の氏名と所属
⑤執筆代表者の連絡先（自宅または勤務先の住所，電話番号，メールアドレス）
申し込みはなるべく電子メイルでお願いいたします。また，件名には「障害科学研究
投稿申込」とお書きください。
メールアドレス(※4月1日開通予定)：submissions@adsj.gr.jp
２．投稿規定，執筆規定
執筆規定は，障害科学研究第46巻見返しに掲載されている他，障害科学学会ホームペ
ージの「機関誌」コーナーでもご覧になれます。
障害科学学会ホームページ http://www.adsj.gr.jp
３．申し込み期限：令和4 年 6 月 21 日（火）
４．論文投稿期限：令和4 年 8 月 22 日（月）
５．お問い合わせ先
障害科学研究編集幹事 submissions@adsj.gr.jp（2022年4月1日以降開通予定）
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資料７

「2022 年度予算」（案）

収入の部
費目

金額

前年度繰越金(予備費分）

2,848,430

一般会員（会費 2000 円）

500,000

学生会員（会費 1000 円）

会費

備考

50,000

学域会員（会費 20000 円）

600,000
1,150,000

小計

250 名
50 名
30 名

ページ超過・抜き刷
750,000 り・掲載

『障害科学研究』47 巻投稿者負担金
合計

3,998,430

支出の部
費目

金額

『障害科学研究』47 巻刊行費

備考
1,300,000
J-STAGE への電子ジ
220,000 ャーナルの登録

電子ジャーナル掲載費
広報活動費

36,000

HP 管理・ドメイン更新

Google Workspace 利
25,000 用料

オンラインアプリケーション費
事務消耗品費

5,000

人件費

10,000

出張旅費

10,000

予備費

2,392,430

合計

3,998,430
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アルバイト代

資料８
会員現況(2022 年 2 月 14 日現在)
１．2021 年度新入会員数
会員種別

2022 年 2 月 14 日
までの申込

一般会員

9

学生会員

11

学域会員

0

海外会員

0

賛助会員

0

合計

20

２．2021 年度退会会員数
一般会員 11 名、学域会員 1 名
３．現況会員数
会員種別

2022 年
2 月 14 日現在

一般会員

562(254)

学生会員

228(182)

学域会員

35

海外会員

19

合計

844

※2021 年度の入会・退会希望者がすべて承認された場合の人数
※一般会員数・学生会員数の（数字）は過去 3 年間未納の人数
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