
第 13回大会に参加される方へのご案内 
 

１．受付：8月 26日(土)9：30～、8月 27日(日) 9：00～ 

・ 受付場所は、22号館１階のエントランスです。 

・ 事前に大会参加費を納入済みの方は、受付にてネームカード等をお受け取り下さい。 

・ 当日参加（予約なし）の方は、4,000円（大学院生は 3,000円，学部学生は 2,000円）を受付で 

お支払いください。 

事前に参加申込予約をされた方は、大会参加費：会員・一般 3,000円，大学院生 2,000円， 

学生会員 1,000円です。 

・ 26日の懇親会は、当日参加も可能です。受付で下記の懇親会費をお支払いください。 

懇親会費：会員・一般 5,000円、大学院生 3,000円、学生 2,000円 

 

２．口頭発表者へのお願い 

 ・ 発表時間は、講演 10分・質疑応答４分です（１鈴：８分，２鈴：10分，３鈴：14分）。 

 ・ パソコンで発表される場合は、ファイルをＵＳＢメモリーでご持参ください（事前にデータ 

ファイルのウィルスチェックをお済ませください）。 

 ・ 当日の配布資料は、セクション開始 15分前までに、各会場スタッフにご提出ください。 

終了後、残部はお持ち帰りください。 

 ・ 発表いただくセクション中は、会場にてご待機ください。 

 

３．ポスター発表者へのお願い 

 ・ セッション時間（11：40～12:40）は、22号館 107教室において、座長が個々の発表について、 

質疑を行いますので、在席していただき、対応をお願いいたします。会場での資料は自由です。 

・ ポスターは、初日から随時指定されたボードに各自でお貼りいただけるよう、準備しております。 

  

４．各会場の座長へのお願い 

・ ご担当のセッション開始 10分前までに、各発表会場で受付を済ませて待機してください。 

開始時刻になりましたら、担当セッションを進行してください。 

・ 各セッションの進行がスムーズにいくよう、発表時間の厳守にご協力をお願いいたします。 

また、次の発表者の開時刻にもご配慮ください。 

 

５．講演者へのお願い 

・ 事前に受付をお済ませいただき、ご担当の講演開始 15分前までに会場にてご待機ください。 

なお、ご自身のパソコン・機器をご使用される場合は、事前にデータ入力と作動確認をお願い 

いたます。次の講演者の開始時刻の妨げにならないよう、ご配慮ください。 

 

６．会場使用上の注意 

 ・ キャンパス内は、原則全面禁煙です（「卒煙ブース」での喫煙可）。ご協力をお願いいたします。 

 ・ キャンパス内でゴミを廃棄される場合は、各ゴミ箱の指定通りに分別して廃棄してください。 

 ・ 休憩時間は各教室での飲食は可能ですが、プログラムに影響が出ないよう、ご配慮ください。 

 ・ 当日、お弁当の特設販売を行います。 

＊各会場は、都合により変更される場合がありますので、ご注意ください。 



 

 日本幼児体育学会第 13回大会プログラム 
（於：龍谷大学深草キャンパス 22号館） 

 

第１日目 2017年 8月 26日（土） 

 

 

9:30 受付開始･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・【１階エントランス】 
全体司会  住本 純（京都ノートルダム女子大学） 

9:50 オープニングセレモニー･･･････････・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

 ASダンススクール 

 

10:00 開会式・･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

代表挨拶         藤原 直仁（龍谷大学 副学長） 

日本幼児体育学会会長挨拶 前橋 明 （早稲田大学 教授） 

第 13回大会大会長挨拶   德田 眞三（龍谷大学 短期大学部 准教授） 

 

10:20 特別講演【22号館 201教室】 

「保育をめぐる近年の状況―指針改定から―」 
 馬場 耕一郎 先生 (おおわだ保育園 理事長) 

（厚生労働省 子ども家庭局保育課 保育専門調査官 元保育指導専門官） 
 
                     司会 布施  仁 （大阪国際大学短期大学部） 

11:20 休憩 
 

11:30 基調講演【22号館 201教室】 

     「子どもの幸せづくりのための「幼児体育指導法」の工夫と提案」 
          前橋 明 先生（早稲田大学 教授） 

 

                     司会 国領 美佐子（正雀ひかり保育園） 

 

12:30 昼食  

 

13:30 研究発表Ⅰ･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 202～204教室】 

 

14:30 ワークショップ 

                     

Ⅰ：「防災と幼児の体力・運動能力について」・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 107教室】 

        地下 まゆみ 先生(大阪大谷大学 准教授) 

 

                                  座長 秋武  寛 （びわこ成蹊スポーツ大学） 

                      
Ⅱ：「保育指導の新分野・いま知っておくべき靴教育」・・・・・・・・・・・・【22号館 104教室】 

吉村 眞由美 先生（早稲田大学人間総合研究センター 研究員） 
       

                                 座長 石井 浩子（京都ノートルダム女子大学） 

                        

Ⅲ：「仲間づくりあそび」･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 105教室】 

        行天 達也 先生（フィールド・オブ・ゆう 指導員） 

 



 座長 原田 健次（京都西山短期大学） 

                        

15:20 休憩・移動 

 

15:30 研究発表Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 202～204教室】 

 

17:00 1日目終了 

                                             

17:30 懇親会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【4号館地下カフェテリア】 

                         司会 小林 志保（京都西山短期大学） 

                            八巻登志人（サワダヒューマンワークス） 

 

  



第２日目 2017年 8月 27日（日） 

 

9;00 受付開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 1階エントランス】 

 

9:30 研究発表Ⅲ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 202～204教室】 

 
10:30 休憩・移動 
                      
10:40 記念講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

 ｢子ども達の健やかな体を育むために～幼児教育と小学校教育の接続を考える～｣ 
三田部 勇 先生（筑波大学 准教授） 

 

司会 住本 純（京都ノートルダム女子大学） 

 

11:30 休憩・移動 

                     
11:40 ポスター発表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・【22号館 107教室】 
 
                          座長  岡 みゆき （大阪大谷大学） 

喜多 宣彦（大阪青山大学短期大学部） 
                                  

12:40 昼食 

 

13:30 総会・表彰式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

 

                                          司会 永井 伸人（大阪成蹊短期大学）       

   

14:30 シンポジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

テーマ 「日常のなかの運動あそびについて‐食べて・動いて・よく寝よう‐」 

 

コーディネーター  

松原敬子（植草学園短期大学・准教授） 

 

シンポジスト（予定） 

「食育」研究者 稲井玲子（高知県立大学／教授） 

 

「運動」研究者 三村寛一（大阪成蹊大学／副学長・教授） 

 

「保育」実践者 原田健次（安井ゆりの花保育園／園長） 

 

 

16:30 閉会式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【22号館 201教室】 

 

  



研究発表Ⅰ 2017年 8月 26日（土） 13：30－14：20  

研究発表Ⅰ-Ａ【22号館 202】                                    

座長：中村泰介（園田学園女子大学短期大学部） 

                                佐野裕子（聖徳大学） 

 

1-A-1 幼稚園教諭・保育士養成課程学生の運動あそび観の様態 

住本 純（京都ノートルダム女子大学） 

安倍健太（びわこ成蹊スポーツ大学） 

 

1-A-2 親子ふれあい体操前後の養育者の心身活性度 

奥富庸一（立正大学） 

                                   及川直樹（倉敷市立短期大学） 

 

1-A-3 保育者養成校学生の保育者効力感と体力およびストレス耐性との関係 

                                                          小川幸代（鎌倉女子大学短期大学部） 

                             西島大祐（鎌倉女子大学短期大学部） 

 

研究発表Ⅰ-Ｂ【22号館 203】                                    

                             座長：浅川和美（山梨大学） 

細川賢司（池坊短期大学） 

 

1-B-1 幼児の「運動の好き嫌い」、「足趾の巧緻性」、および「運動能力」の関連性について 

井筒紫乃（日本女子体育大学） 

五月女仁子（日本女子体育大学） 

                                                        上村 明（和洋女子大学） 

                                                   川田裕次郎（順天堂大学） 

                                                 浅井正信（東江幼稚園） 

 

1-B-2 捕捉行為における頭部の変位パターンの発達的変化 

                                杉山真人（神戸親和女子大学） 

 

1-B-3 徒歩通園の距離が幼児の生活習慣とそのリズムに及ぼす影響③ 

山梨みほ(早稲田大学大学院） 

前橋 明(早稲田大学) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究発表Ⅰ-Ｃ【22号館 204】                                    

座長：池谷茂隆（中部学院大学) 

廣中栄雄（曽野幼稚園） 

 

1-ｃ-1 午後 10 時以降就寝の保育園幼児の生活習慣と体力の特徴 

松阪仁美（早稲田大学大学院） 

前橋  明（早稲田大学） 

 

1-ｃ-2 保育園幼児とその保護者の生活習慣の実態と健康管理上の課題(Ⅲ)  

－東京都足立区内のＡ保育園の降園後の外あそびの有無と生活時間との関連性－ 

泉  秀生（東京未来大学） 

前橋  明 （早稲田大学） 

 

1-ｃ-3 夜型化社会の中での幼児の生活リズムと身体状況 

－地域別にみた台湾幼児の健康管理上の問題と対策－ 

前橋  明（早稲田大学） 

石井浩子（京都ノートルダム女子大学） 

五味葉子（早稲田大学大学院） 

泉  秀生（東京未来大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究発表Ⅱ 2017年 8月 26日（土） 15：30－16：40 

研究発表Ⅱ-Ａ【22号館 202】                                    

                           座長：池谷仁志（さわだスポーツクラブ） 

西島大祐（鎌倉女子大学短期大学部） 

 

2-A-1  子どものあそび場における学校開放の位置づけの変化と今後の可能性  

―総合型地域スポーツクラブの三間の補完機能としての可能性－ 

井原一久(関西保育福祉専門学校) 

（特定非営利活動法人アスロン） 

 

2-A-2  認定こども園幼児の生活習慣 

–2013年度から 2015年度の Sこども園における生活調査から- 

和久田佳代（聖隷クリストファー大学） 

 

2-A-3  温泉タオルでコマ回し－やればできる気付き－ 

                                                       谷  伸行（全日本独楽回しの会） 

 

2—A—4  幼児期における剣道遊びで育つ体力・運動能力  

－投能力の向上を目指して－ 

奥野充崇（兵庫教育大学大学院） 

 

研究発表Ⅱ-Ｂ【22号館 203】                                    

                           座長：高木信良（関西女子短期大学） 

泉  秀生（東京未来大学） 

 

2-B-1  保育園５歳児の山登りにおける歩数と所要時間の変化 

木村千枝（作陽保育園） 

永禮舞子（作陽保育園） 

有木信子（元作陽保育園） 

泉秀生（東京未来大学） 

石井浩子（京都ノートルダム女子大学） 

前橋 明（早稲田大学） 

 

2-B-2  年少児の自由遊び時間帯における固定遊具のリスク管理の検討  

－ウェアラブルセンサ測定によるリスク要因の把握－ 

 

花井忠征（中部大学） 

山本彩未（中部大学） 

 

2-B-3  幼児の外遊び時のコミュニケーション状況と体力・運動能力との関連について 

－ウェアラブルセンサによる解析を通して－ 

 

山本彩未（中部大学） 

花井忠征（中部大学） 

 

  2-B-4    アジアにおける幼児体育遊びの研究動向と今後の課題 

－ＩＣＴ化社会における健康・体力づくり－                         

米谷光弘（西南学院大学） 

 



研究発表Ⅱ-Ｃ【22号館 204】                                    

                           座長：森田陽子（日本女子体育大学） 

光安知佳子（阪南大学） 

 

2-ｃ-1 沖縄県幼児の生活リズムの問題とその対策－余暇時間の過ごし方の変化－ 

照屋真紀（早稲田大学大学院） 

前橋  明（早稲田大学） 

 

2-ｃ-2 シンガポールと日本の幼児の生活習慣と体力の関係 

                              五味葉子（早稲田大学大学院） 

                                                     前橋 明（早稲田大学） 

 

2-ｃ-3 体型別にみた幼児の生活状況とメディア利用時間 

高橋昌美（早稲田大学大学院）                       

前橋 明（早稲田大学） 

 

2-ｃ-4  幼児の運動能力の質的評価および量的評価との関連 

                             秋武 寛（びわこ成蹊スポーツ大学） 

                                                         鉄口宗弘（大阪教育大学） 

                             三村寛一（大阪成蹊大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究発表Ⅲ 2017年 8月 27日（日）9：30－10：20 

研究発表Ⅲ-Ａ【22号館 202】                                        

座長：地下まゆみ（大阪大谷大学） 

鉄口宗弘（大阪教育大学） 

 

3-A-1  自分に合ったスポーツとの出会いをサポートするスポーツセレクト』事業の実践に関する研究 

下﨑将一（スポーツインターフェイス） 

 

3-A-2  幼児体育実践授業に関する研究(２) ―運動遊びを中心に据えた教科間連携の取り組み― 

                                柴田 卓（郡山女子大学短期大学部） 

 

 3-A-3  幼児の生活習慣と朝の排便－保護者の関わりに着目して－ 

                              永井伸人（大阪成蹊短期大学） 

臼井達矢（大阪成蹊短期大学） 

辻慎太郎（大阪成蹊短期大学） 

 

研究発表Ⅲ-Ｂ【22号館 203】                                      

座長：山中愛美（夙川学院短期大学） 

越智正篤（フィールド・オブ・ゆう） 

 

3-B-1  「子育て支援プログラムにおける展開方法への一考察」  

その 1 ふれあいリズムあそびを通して 

小林志保 （京都西山短期大学） 

伊藤佐陽子（京都西山短期大学） 

原田健次 （京都西山短期大学） 

 

3-B-2  幼児期のボールあそび ～ドイツ・ライプティヒ大学コオーディネーション理論からの考察～ 

岡 俊彦 （神戸フットボールクラブ） 

岡みゆき（大阪大谷大学） 

 

3-B-3  一斉指導の運動遊びにおいて保育者が行っている工夫 

古田康生（岐阜経済大学） 

渡部昌史（新見公立短期大学） 

 

研究発表Ⅲ-Ｃ【22号館 204】                                      

座長：池内昌美（京都西山短期大学） 

奥富庸一（立正大学） 

 

3-ｃ-1  表現遊びによる幼児の運動能力の向上～遊びの要素の必要性～ 

                                  布施  仁（大阪国際大学短期大学部） 

 

3-ｃ-2  運動有能感を育むための身体表現の指導法に関する研究  

－TV 番組「おかあさんといっしょ」の体操場面に着目して－ 

澤  聡美（富山大学） 

北川志穂（株式会社ラグジュアリー） 

成瀬絢子（富山大学） 

 

 3-ｃ-3  天野 蝶における幼児リトミックの実践 

森田陽子(日本女子体育大学） 



2017年 8月 27日（日）11：40－12：40【22号館 107教室】 

 

ポスター発表 

 
                                                    座長  岡 みゆき（大阪大谷大学） 

喜多 宣彦（大阪青山大学短期大学部） 
 

1. 女子短期大学生の前転と後転に関する運動技術の認識の比較 

                                                   及川直樹（倉敷市立短期大学） 

 

2. 運動遊び習慣のある５歳児における基礎的運動能力の性差 

                                                       後藤大輔(川崎医療福祉大学)  

                                                       渡部昌史( 新見公立短期大学) 

梶谷信之（岡山大学） 

                                                       古田康生（岐阜経済大学） 

                                                       渡邊祐三（御南認定こども園） 

 

3. 幼児の体力・運動能力向上に有効な外部指導のあり方 

阪田隼也（リーベ） 

田中瑛（大阪物療大学） 

 

4. 小規模保育事業による公園利用の現状と課題 ―宮城県仙台市泉区を事例に― 

仁藤喜久子（仙台白百合女子大学） 

 

5. 創造のプロセスを捉えるための美術的あるいは運動的アプローチ 

―J.J.ギブソンの遮蔽縁から考える子どもの活動― 

中村泰介（園田学園女子大学短期大学部） 

倉科勇三（園田学園女子大学短期大学部） 

松山博明（大阪成蹊大学） 

6. 「幼児期における自然あそびの大切さを考える」  

園児の体力・運動能力向上のために、幼稚園教員と大学生が連携して行った取り組み 

東田真季（大谷幼稚園） 

岡みゆき（大阪大谷大学） 

 

7. 公園利用の実態から考える保育園としてのあり方 

中村映里乃（徳雲福祉会大井保育園） 

益田早苗（徳雲福祉会千代川保育園） 

公庄益美（徳雲福祉会千代川保育園） 

8. 幼児の運動遊びとダンス表現の取り組み 

矢野永吏子（大谷大学短期大学学部） 

9. 傾斜地での鬼ごっこにおける子どもの思いの分析 

鈴木邦明（小田原短期大学） 

 

10. 保育・教職希望学生の考える運動遊びについて 

小山内弘和（川口短期大学） 

 

11.  

 


