
NO 時間 発表者氏名 大 学 指導教員 タ イ ト ル

1 10:30 城所哲宏 順天堂大学 博論 田中英登 子どもの生活習慣病リスクと身体活動の重要性

2 11:05 屋代　澪 筑波大学 修論 寺山由美
連続した動きに現れるダンサーの呼吸の実態について

－モダンダンス熟練者を対象に－

3 11:25 墨田雪香 日本女子体育大学 修論 宮本乙女
特別支援学級 「表現・リズム遊び」における児童の変容

 -他者との関わり・自己表出に着目して-

4 14:00 南 帆乃佳 筑波大学 卒論 平山素子
女性コンテンポラリーダンサーのオーディションに対する意識

―海外カンパニー所属経験者を対象に―

5 14:10 中澤美穂 横浜国立大学 卒論 梅澤秋久
小学校体育授業における準備運動に関する研究

―4upの実践を通して―

6 14:20
山崎元気
北村祐一郎

東海大学 卒論 中村なおみ
体育授業における単元1時間目の教師行動に関する研究

～教師・生徒間の相互作用に着目して～

7 14:30 野村愛理 筑波大学 卒論 寺山由美 ダンス授業における「やりたくない」生徒に対する教師行動に関する研究

8 14:40 松本優奈 順天堂大学 卒論 工藤康宏
スポーツ系大学生における競技レベルと食行動

－ボディイメージに着目して－

9 14:50 李 洪坤 横浜国立大学 修論 髙橋和子 即興ダンスがコミュニケーション能力 と創造力に及ぼす影響に関する研究

10 14:00 守屋将希 東海大学 卒論 中村なおみ
体つくり運動における生徒の学びに関する事例研究

～他者との関わりに着目して～

11 14:10 宮﨑香織 日本女子体育大学 卒論 宮本乙女 日本における習い事としてのクラシックバレエ教育における教師の役割

12 14:20 本橋祐佳 順天堂大学 卒論 工藤康宏
女性ランニング愛好家におけるランニングシューズの購買行動について

～レクリエーションの専門志向化の援用～

13 14:30 櫻井加菜 横浜国立大学 卒論 髙橋和子
ダンスコンクール出場経験から得られる能力について

―全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)受賞校の取り組みに着目して―

14 14:40 山田さやか 東京女子体育大学 卒論 末永祐介 ハンドボール投げの観察的評価基準の作成に関する研究

15 14:50 藤村港平 筑波大学 卒論 平山素子 振付家の音楽解釈の傾向に関する研究

16 14:00 天野絵美 筑波大学 卒論 寺山由美
公立文化施設における地域住民の活動に関する現状と課題

―ダンス関連の参加体験型事業に着目して―

17 14:10 本間銀次郎 順天堂大学 卒論 工藤康宏
パブリックビューイングによるスポーツ観戦に対する

潜在的な観戦動機および観戦ニーズについて

18 14:20
清水芳隆
中田優哉

東海大学 卒論 中村なおみ
中学校体育「マット運動・集団演技」に関する研究

～グループ活動中にひとりでいる生徒の観察記録～

19 14:30 杉村菜美 東京都市大学 卒論 高橋うらら
日本における聴覚障がい者の現状
−デフバスケットボールに着目して−

20 14:40 松本遥花 横浜国立大学 卒論 髙橋和子 高校ダンス部員の内発的動機づけを高める指導に関する一考察

21 14:50 趙 秋華 日本女子体育大学 修論 古泉佳代 女子大学生新体操選手の身体組成のシーズン変化

22 14:00 高澤香映 順天堂大学 卒論 工藤康宏
野外フェス参加者のライフスタイルに関する研究

～マーケティング戦略に向けて～

23 14:10 樋浦　瞳 筑波大学 卒論 平山素子
ダンスにおけるボディコンディショニングの現状調査
―国内でライセンス制のあるメソッドに着目して―

24 14:20 宮﨑瞳子 横浜国立大学 卒論 髙橋和子
「表現」を学級経営に取り入れるための一考察

～ミュージカルを媒体として～

25 14:30 鈴木　舜 東海大学 卒論 中村なおみ
「見る」ことによる生徒の学習に関する事例研究

～スリーアップを取り入れたサッカーの授業を通して〜

26 14:40 加藤晴香 東京都市大学 卒論 高橋うらら
子どものメディア視聴についての事例研究

～乳幼児向け番組の体操コーナーを視聴する女児Ａの身体表現に着目して～

未来世代の研究論文発表会　プログラム

◆口頭発表1.　座長　髙橋和子 （横浜国立大学）

◆口頭発表2.　座長　三岳貴彦 （八戸学院大学短期大学部）

◆ポスター発表　ブロックＡ　　座長　高野美和子 （日本女子体育大学）　　発表時間14：00～

◆ポスター発表　ブロックB　　座長　田中葵 （千葉明徳短期大学 ）　　発表時間14：00～

◆ポスター発表　ブロックC　　座長　夏井裕明（日本女子体育大学）　　発表時間14：00～

◆ポスター発表　ブロックD　　座長　三岳貴彦 （八戸学院大学短期大学部）　　発表時間14：00～



NO 時間 発表者氏名 大 学 指導教員 タ イ ト ル

27 15:05 村瀬七実 至学館大学 卒論 相馬秀美 ヨガが心身に与える効果に関する一考察

28 15:15 有馬智美 明星大学 卒論 村岡慈歩 大学生における足指筋力～各スポーツ種目の比較～

29 15:25 蓮沼優花 共立女子大学 卒論 足立美和 子どもの運動遊びと指導者の言葉かけについて

30 15:35 岡本将輝 山梨県立大学 卒論 高野牧子 子どもの短距離走における指導とその効果に関する一考察

31 15:45 三ヶ尻京平 順天堂大学 卒論 工藤康宏 学校体育実技授業の楽しさ～フロー理論を参考に～

32 15:55 村松知香 日本女子体育大学 修論 宮本乙女
「ジェンダー視点」による小学校体育授業場面の検討

―教師と児童の行動観察を通して―

33 15:05 作間隆央 順天堂大学 卒論 工藤康宏 中学生の所属部活動が防災対応力に与える影響

34 15:15 宮本真帆 山梨県立大学 卒論 高野牧子
子どもの投動作を促す教材と運動遊びについて

‐投動作のビデオ分析を中心として‐

35 15:25 柴山実穂 東京女子体育大学 卒論 末永祐介 投能力を向上させるダンスの作成とその有効性に関する研究

36 15:35 浅野未来 共立女子大学 卒論 足立美和 直進走力と全身バランス能力との関連性について～幼児を対象に～

37 15:45 中村雄太 明星大学 卒論 笹原千穂子 コーヒーとエナジードリンク摂取による集中力，代謝等への亢進効果の比較

38 15:55 田中雄大 日本体育大学 修論 白旗和也
体育授業における教師のInstructional Cueに関する研究

～倒立前転の習得過程に着目して～

39 15:05 石島聖也 明星大学 卒論 村岡慈歩 準備運動としてのブラジル体操が柔軟性に与える影響

40 15:15 服部史歩 順天堂大学 卒論 工藤康宏
武道参加への期待と成果

～武道教室に所属する子どもの保護者に着目して～

41 15:25 鈴木あかり お茶の水女子大学 卒論 水村真由美 着用する衣服の色が動作の印象に与える影響

42 15:35 谷中達哉 順天堂大学 卒論 工藤康宏 釣り施策の現状と課題～千葉県を事例として～

43 15:45 山本若奈 共立女子大学 卒論 足立美和 子どもの活動環境と歩行動作について

44 15:55 久保悠香里 日本女子体育大学 卒論 古泉佳代 小学生の調理体験参加による保護者の食行動変容

45 15:05 伊藤香奈 共立女子大学 卒論 足立美和 乳児における体位変換、座位から二足立位までの過程について

46 15:15 高谷美来 日本女子体育大学 卒論 古泉佳代 エナジードリンクの摂取が新体操の練習におけるストレスに与える影響

47 15:25 佐々木和子 順天堂大学 卒論 工藤康宏
国内マラソンイベントにおける外国人参加者を対象としたスポーツ観光行動の動機調

査
～スポーツ観光動機スケールに着目して～

48 15:35 竹内孝文 日本体育大学 修論 近藤智靖 中学校における責任学習モデルの有効性の検証～女子生徒を対象として～

49 15:45 濱地　優 横浜国立大学 修論 梅澤秋久
小学校体育授業における教師信念変容の考察

～活動システムモデル図を用いたメンタリングを通して～

◆ポスター発表　ブロックE　　座長　佐分利育代（鳥取県女子体育連盟 ）　　発表時間15：05～

◆ポスター発表　ブロックF　　 座長　佃　陽子（兵庫県女子体育連盟）　　発表時間15：05～

◆ポスター発表　ブロックG　　座長　渡辺　碧（日本女子体育大学）　　発表時間15：05～

◆ポスター発表　ブロックH　　座長　宮本乙女（日本女子体育大学）　　発表時間15：05～


