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シンポジウム１　

『地域ニーズに応えた幼児の運動指導実践をもちよろう』

　シ ン ポ ジ ス ト ： 松坂仁美 （美作大学短期大学部） 野村卓哉 （文の里幼稚園）

　　　　　　　　　　　　　藤田倫子 （新渡戸文化短期大学） 阿部玲子 （早稲田大学大学院）

　コーディネーター ：松原敬子 （植草学園短期大学）

特別講演『「食べて、動いて、よく寝よう」運動と沖縄』

シンポジウム２

『沖縄の子ども支援を考えよう』

　シ ン ポ ジ ス ト ： 屋良朝俊 （糸満小学校 )　吉濱　剛 （新栄町こども園）

　　　　　　　　　　　　　廣中栄雄 （曽野幼稚園）　石井浩子 （京都ノートルダム女子大学）

　コーディネーター ：永井伸人 （大阪成蹊短期大学）

基調講演『地域ニーズに応える幼児体育を考えよう』

前橋 明（早稲田大学教授/医学博士）

講話①『運動遊具シンキングの開発』木村 久美（ジャクエツ エデュケーション開発課）

講話②『沖縄の子ども支援の願い』照屋 真紀（早稲田大学大学院）
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愛知 京都

千葉 大阪

島仲由美子 (沖縄県立美里高校）

講話③『足にいいクツ、どんなクツ？』福井 美千子（アシックスジャパン）
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日本幼児体育学会 

The Japanese Society of Physical Education of Young Children 

後援：沖縄県教育委員会 石垣市 

 



第 15回学会大会に参加される方へのご案内 

 

１．口頭発表者へのお願い 

 ・ 発表時間 10分・質疑応答時間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メモリでご持参ください。 

（事前にデータファイルおよび、保存する USBメモリのウィルスチェックを済ませてください。） 

 ・ 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。 

 

２．実技発表者へのお願い 

・ 発表時間 20分（発表、質疑応答、入れ替えを含む） 

・ 次の発表者の開始時刻にご配慮ください。 

・ 配布資料は、各セッション開始 15分前までに、スタッフにご提出ください。 

  

３．各会場の座長へのお願い 

・ 事前に受付を済ませていただき、ご担当のセッション開始 10分前までに会場で待機してください。 

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、次の発表者の開始時刻にもご配慮ください。 

 

４．講演者・シンポジスト・講話者へのお願い 

・ 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 

いたします。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。 

 

５．会場使用上の注意 

・ 施設内は、原則全面禁煙です。ご協力をお願いいたします。 

・ ゴミは、各自でお持ち帰りをお願いします。 

・ エントランスホールでの飲食は可能ですが、他の利用者との共有スペースとなりますので、ご配慮

ください。 

・ 昼食は各自ご用意ください。 



会 場 案 内 

 

学会大会：沖縄県男女共同参画センター【てぃるる】 ホール、会議室１・２・３ 

〒900-0036沖縄県那覇市西3-11-1  TEL:098-866-9090（代） 

 

  理事会・各委員会：沖縄県立武道館内 １階会議室 

〒900-0026沖縄県那覇市奥武山町 52(沖縄県立武道館内）TEL：098-858-2700 

 

懇親会：パシフィックホテル沖縄（２階宴会場・ワイケレ） 

       〒900-0036 沖縄県那覇市西3-6-1 ※学会大会会場の隣の建物となります。 

 

【学会大会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理事会・各委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会会場の案内 

 

１階会場：ホール 

 

 

２階会場：会議室１、２、３ 



 

日本幼児体育学会第 15回大会 

タイムスケジュール・会場 
 

 

Ⅰ．大会テーマ：地域ニーズに応える幼児体育の可能性 

 

Ⅱ．開催日程：2019年８月31日（土）10:00～９月１日（日）17:00                

 

＜主なプログラム＞ 

基調講演   ：地域ニーズに応える幼児体育を考えよう：前橋 明（早稲田大学） 

特別講演   ：「食べて、動いて、よく寝よう」運動と沖縄：島仲由美子（沖縄県立美里高校） 

シンポジウム１：地域ニーズに応えた幼児の運動指導実践をもちよろう 

阿部玲子（広島：早稲田大学 大学院）、藤田倫子（東京：新渡戸文化短期大学） 

野村卓哉（大阪：文の里幼稚園）、松坂仁美（岡山：美作大学短期大学部） 

コーディネーター：松原敬子（千葉：植草学園短期大学） 

シンポジウム２：沖縄の子ども支援を考えよう 

屋良朝俊（沖縄：糸満小学校）、吉濱 剛（沖縄・石垣島：新栄町こども園） 

石井浩子（京都：京都ノートルダム女子大学）、廣中栄雄（愛知：曽野幼稚園） 

コーディネーター：永井伸人（大阪：大阪成蹊短期大学） 

講  話１  ：運動遊具『シンキング』の開発：木村久美（ジャクエツ エデュケーション開発課） 

講  話２  ：沖縄の子ども支援の願い：照屋真紀（早稲田大学 大学院） 

講  話３  ：足にいいクツ、どんなクツ？：福井美千子（アシックスジャパン） 

 

※理事会・各委員会：８月30日（金）17:00～ 各委員会（副会長：松原敬子・原田健次） 

企画委員長：髙島 勝     

編集委員長：浅川和美 

資格認定委員長：池谷仁志   

広報委員長：岡みゆき 

推薦・表彰委員長：鵜飼真理子 

                18:00～ 理事会（理事長：永井伸人、副理事長：越智正篤） 

                20:30～ 役員会【理事＋実行委員】（副会長兼事務局長：石井浩子） 

 

Ⅲ．会  場  

 

学会大会：沖縄県男女共同参画センター【てぃるる】 ホール、会議室１・２・３ 

〒900-0036沖縄県那覇市西3-11-1  TEL:098-866-9090（代） 

 

 

  理事会・各委員会：沖縄県立武道館内 １階会議室 

〒900-0026沖縄県那覇市奥武山町 52(沖縄県立武道館内）TEL：098-858-2700 

 

 

懇親会：パシフィックホテル沖縄（２階宴会場・ワイケレ） 

       〒900-0036 沖縄県那覇市西3-6-1 ※大会会場の隣の建物となります。 



日本幼児体育学会第 15回大会プログラム 
 

 

大会テーマ：地域ニーズに応える幼児体育の可能性 

 

 

◎１日目：８月 31日（土） 

 

総合司会：池谷仁志（東京：さわだスポーツクラブ）、藤田倫子（東京：新渡戸文化短期大学） 

 

 

10:00 受付 

 

 

10:30 開会式 開会あいさつ 第 15回大会 大会長 髙島 勝 

 

 

10:45 基調講演：地域ニーズに応える幼児体育を考えよう 

前橋 明（早稲田大学 教授） 

 

 

11:40 講話１：運動遊具『シンキング』の開発 

木村久美（ジャクエツ エデュケーション開発課） 

 

 

 

12:10 昼食 

 

 

 

13:15～14:15 研究発表Ⅰ（３会場） 

 

Ａ会場〈１Ｆ ホール〉 

座長：松原敬子（植草学園短期大学） 

 

１．幼児の園庭環境の志向性についての研究 

德田眞三（龍谷大学短期大学部） 

 

２．幼児の運動能力と「びわスポキッズプログラム」巡回指導中の心拍数および身体活動量の関係 

秋武 寛（びわこ成蹊スポーツ大学） 

 

３．地域と繋がり、幼児期から楽しく運動をする 

杉山 舞・穂積盛子（一般社団法人次世代ＳＭＩＬＥ協会） 

 

４．中国の幼児体育の現状と課題 

馬 天雪（白馬国際株式会社）・前橋 明（早稲田大学人間科学学術院） 

 

 

 



 

 

13:15～14:15  

 

Ｂ会場〈２Ｆ 第１会議室〉 

座長：西島大祐（鎌倉女子大学短期大学部） 

 

５．幼児のスマートフォン使用に関する保護者の意識－逐語録を基にしたテキストマイニングによる分析－ 

岸 正寿（生田ひまわり幼稚園）・佐野裕子（仙台白百合女子大学） 

 

６．東京都足立区の幼稚園幼児における習い事の実施状況と生活習慣 

泉 秀生（東京未来大学）・前橋 明（早稲田大学人間科学学術院） 

 

７．幼児の健康と運動習慣－保育者養成校と附属幼稚園の課外スポーツクラブ展開について－ 

小林志保・永井伸人（大阪成蹊短期大学）・辻 慎太郎（神戸医療福祉大学） 

 

８．ASOBIプログラムの楽しいから生まれる好循環の可能性 

下﨑将一 〔 SportsInterface(スポーツインターフェイス)〕  

 

 

 

 

13:15～14:15  

 

Ｃ会場〈２Ｆ 第２会議室〉 

座長：浅川和美（山梨大学） 

 

９．バルシューレ～発祥の地・ドイツを訪ねて～ 

岡 俊彦（ＡＳハリマアルビオン） 

 

10．バルシューレ～保育者に知ってもらいたい理論～ 

岡 みゆき（大阪大谷大学） 

 

11．保育者養成校における幼児体育及び体育実技の授業に関する一考察 

～学生の運動・スポーツの苦手意識と幼児体育指導への気持ちとの関連性～ 

赤堀達也（旭川大学短期大学部） 

 

12．保育者が運動あそび実施で抱える課題と運動あそび支援サービスに対するニーズ 

森谷路子（株式会社ティップネス） 

 

 

 

14:15 休憩 

 

 

 

 

 

 

 



14:30～15:30 実技発表Ⅰ（各20分） 

 

Ａ会場〈１Ｆ ホール〉 

座長：森田陽子（日本女子体育大学） 

 

Ｐ－１ 幼児体育指導実践紹介 

池谷仁志（さわだスポ－ツクラブ） 

 

Ｐ－２ 幼児のコーディネーション能力を育む運動あそび 

～ごっこあそびを介して幼児の心と体をイキイキと～ 

中曽根 裕（仙台青葉学院短期大学） 

 

Ｐ－３ 「わらべうた」を使った基本運動あそびの実践から 子どもの発達に音の世界からアプローチする 

竹口敦子（札幌大谷大学短期大学部） 

 

 

15:30 休憩 

 

 

15:40 講話２：沖縄の子ども支援の願い 

照屋真紀（早稲田大学 大学院） 

 

 

16:10 休憩 

 

 

16:15 シンポジウム１：地域ニーズに応えた幼児の運動指導実践をもちよろう 

シンポジスト：阿部玲子（広島：早稲田大学 大学院）、藤田倫子（東京：新渡戸文化短期大学） 

野村卓哉（大阪：文の里幼稚園）、松坂仁美（岡山：美作大学短期大学部） 

コーディネーター：松原敬子（千葉：植草学園短期大学） 

 

 

18:20 １日目閉会式  閉会あいさつ 学会理事長 永井伸人 

 

 

18:30 懇親会会場へ移動 

 

 

19:00 懇親会（於：パシフィックホテル沖縄 ２階宴会場・ワイケレ） 

     司会：廣瀬 団（玉成保育専門学校）・山梨みほ（浦和大学） 

  



◎２日目：９月１日（日） 

 

総合司会：廣瀬 団（東京：玉成保育専門学校）、五味葉子（埼玉：早稲田大学大学院） 

 

9:30～11:00  研究発表Ⅱ（３会場） 

 

Ａ会場〈１Ｆ ホール〉 

座長： 岩城淳子（白鴎大学）・金 賢植（仙台大学） 

 

13．保育園幼児における体力・運動能力に影響を及ぼす生活習慣要因の検討 

金 賢植（仙台大学体育学部・早稲田大学人間総合研究センター）・馬 佳濛（仙台大学体育学部） 

郭 宏志（早稲田大学大学院人間科学研究科）・前橋 明（早稲田大学人間科学学術院） 

 

14．ラダートレーニングが幼稚園児の運動能力に及ぼす影響 

舩場大資（山口芸術短期大学） 

 

実技発表Ⅱ（各20分） 

Ｐ－４ 伝承文化からのアプローチ「独楽（コマ）」２ 

谷 未夢起（東京成徳大学 日本伝統文化学科）・谷 伸行（全日本独楽回しの会） 

 

Ｐ－５ 子どもの想像力を豊かにする変身あそび 

廣瀬 団（玉成保育専門学校） 

 

Ｐ－６ 子どもの健康教育・体育プログラム 

岩城淳子（白鷗大学教育学部） 

 

 

 

9:30～11:00 

 

Ｂ会場〈２Ｆ 第１会議室〉 

座長：岡 みゆき（大阪大谷大学）・五味葉子（早稲田大学大学院） 

 

15．幼児体育から小学校体育へ～円滑な接続を目指して～ 

青木秀雄（浦和大学） 

 

16．幼児期における側転の指導に関する研究‐年長児を対象とした体操教室での活動を通して‐ 

後藤大輔（川崎医療福祉大学） 

 

17．発達評価の指標を含む運動遊び-巧技台のハシゴ渡りの分析から- 

和久田佳代（聖隷クリストファー大学）  

 

18．異年齢の仲間と関わることで育つ力・育てる力 

笹間奈緒美（社会福祉法人心育会 はたの保育園）・鵜飼真理子（さつきこども園） 

 

19．動画視聴時間別にみた幼児の生活習慣とそのリズムに及ぼす影響 

五味葉子（早稲田大学大学院 博士課程）・前橋 明（早稲田大学） 

 

20．幼児期のランニングバイク経験と体力・運動能力の関係 

原口裕希（がじゅまる訪問看護ステーション） 



9:30～11:00 

 

Ｃ会場〈２Ｆ 第２会議室〉 

座長：佐野裕子（仙台白百合女子大学）・森田陽子（日本女子体育大学） 

 

21．戸倉ハルによる唱歌遊戯の実践―唱歌遊戯「シャボン玉」に着目して― 

森田陽子（日本女子体育大学） 

 

22．第二次世界大戦前後における小学校での運動遊びの変化〜鬼遊びと教錬に着目して〜 

鈴木邦明（帝京平成大学） 

 

23．小学生のスポーツ活動における一側優位性に関する一考察―サッカーに着目して― 

石川基子（東京経営短期大学） 

 

24．体育指導員について（保護者・保育士によるアンケート結果） 

池田修三（ジャクパ・スポーツクラブ） 

 

25．「身体知」の獲得について－ダウン症児の運動会への取り組みからー 

松原敬子（植草学園短期大学） 

 

26．幼児の表現を支える保育者の身体表現―大学生の考える「表現」に着目して― 

豊永洵子（名古屋女子大学） 

 

 

11:00 休憩 

 

 

11:10 特別講演：「食べて、動いて、よく寝よう」運動と沖縄 

島仲由美子（沖縄県立美里高校） 

 

 

12:00 昼食 

 

12:40 総会  進行：永井伸人 理事長 ・ 石井浩子 事務局長 

 

13:30  講話３：足にいいクツ、どんなクツ？ 

         福井美千子（アシックスジャパン株式会社） 

 

14:00 休憩 

 

14:10 シンポジウム２：沖縄の子ども支援を考えよう 

シンポジスト：屋良朝俊（沖縄：糸満小学校）、吉濱 剛（沖縄・石垣島：新栄町こども園） 

石井浩子（京都：京都ノートルダム女子大学）、廣中栄雄（愛知：曽野幼稚園） 

コーディネーター：永井伸人（大阪：大阪成蹊短期大学） 

 

16:15 閉会式  閉会あいさつ 第15回大会 実行委員長 泉 秀生 

 

17:00 撤収 


