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NO 時間 発表者氏名 大 学 指導教員 タ イ ト ル

1 10:30 佐藤文音 筑波大学 博論 大藏倫博
高齢ボランティアが指導するスクエアステップの運動サークルへの参加が

女性高齢者の下肢機能に与える影響

2 11:05 笠井利恵 日本体育大学 修論 近藤智靖
小学校1年生の表現リズム遊びにおける模倣の動きに関する研究

～分類基準表の作成と動きの変容に着目して～

3 11:25 中村まい お茶の水女子大学 修論 福本まあや 企業の阿波踊り活用の実態－企業連への社会調査を通して—

4 14:00
澁木瞭
和地梨衣菜

東海大学 卒論 中村なおみ
運動を苦手とする生徒の学びに関する事例研究

〜非言語的な対話に着目して〜

5 14:10 中谷眞弓 筑波大学 卒論 平山素子
コンテンポラリーダンスにおける足元の感覚と体現したい動き

-靴下を履いて踊る理由に着目して-

6 14:20 藤田実季 日本女子体育大学 修論 松澤慶信 ダンスにおけるイメージ研究

7 14:30 早坂南実 筑波大学 卒論 平山素子
創作舞踊における学生の衣裳創作過程に関する研究

～T大学ダンス部の創作作品を事例に～

8 14:40 濵田大輔 順天堂大学 卒論 工藤康宏 アスレジャーに関する購買行動

9 14:00 松沼　桂 東京都市大学 卒論 髙橋うらら
二つの指導法の比較を通して見る運動指導に関する研究

～バランスボールの活動に焦点を当てて～

10 14:10 花田亜衣 順天堂大学 卒論 工藤康宏
運動部活動における暴力・パワーハラスメントの実態と

よりよい指導の在り方について

11 14:20
笠井基生
山田駿也

東海大学 卒論 中村なおみ
準備運動における学習形態に関する研究

～心拍数と見る視点の変化について～

12 14:30 関 和哉 順天堂大学 卒論 工藤康宏 父親像形成に父親とのスポーツ経験が及ぼす影響について

13 14:40 土田春奈 横浜国立大学 卒論 梅澤秋久
小学校体育授業における教師の欲求支援的な

コミュニケーションスタイルによる指導が児童の心理的欲求充足に及ぼす影響

14 14:50 田中千聖 筑波大学 卒論 平山素子
クラシックバレエにおける大人の初心者の「引き上げ」習得に関する研究

―イメージ言語の効果に着目して―

15 14:00 廣幡ゆき美 筑波大学 卒論 平山素子 ストリートダンスにおけるグルーヴ感の研究―腰部の動きに着目して―

16 14:10 雨宮涼花 順天堂大学 卒論 工藤康宏 スポーツを専攻する大学生におけるスポーツ観とeスポーツ

17 14:20 新井菜央 筑波大学 卒論 寺山由美 体操競技の女子ゆか運動における片足軸ターンの習得に関する研究

18 14:30 上村実紅 お茶の水女子大学 卒論 福本まあや
ローラン・プティとイヴ・サン＝ローランの共同制作についての考察

―バレエ『ノートルダム・ド・パリ』（1965）に着目して―

19 14:40 稲川大輝 順天堂大学 卒論 工藤康宏
スポーツイメージとパーソナルブランディング

～企業採用活動に着目して～

20 14:00 中村智香 至学館大学 卒論 光岡かおり 膝への簡易テーピングがスクワット動作に及ぼす影響?膝損傷既往者を対象として?

21 14:10 平山直輝 順天堂大学 卒論 工藤康宏 ソフトテニスの競技継続に関する研究

22 14:20 池村玲美 順天堂大学 卒論 工藤康宏
女子サッカークラブにおける観戦者調査

～なでしこリーグ１部　日テレ・ベレーザの観戦者に注目して～

23 14:30
松本剛志

桑名友紀 今野涼二
日本体育大学 卒論 大石健二 　大学男子サッカー競技におけるパスに着目したゲーム分析

24 14:40
佐道隼矢
北村 竣

東海大学 卒論 中村なおみ
　観察的評価基準を用いた投動作に関する研究
～女子中学生のハンドボール投げを対象として～

25 14:50 篠宮奈美 東京都市大学 卒論 髙橋うらら 小学生ハンドボールプレイヤーの現状とスポーツを始める時期についての研究

未来世代の研究論文発表会　プログラム

◆口頭発表1.　座長　宮本乙女 （日本女子体育大学）

◆ポスター発表　ブロックＡ　　座長　福本まあや （お茶の水女子大学）　　発表時間14：00～

◆ポスター発表　ブロックC　　座長　平田利矢子 （東京女子体育大学 ）　　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D　　座長　梅澤秋久 （横浜国立大学）　　発表時間14：00～

平成 30年度 未来世代の研究発表会 研究論文発表部門 プログラム 
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NO 時間 発表者氏名 大 学 指導教員 タ イ ト ル

26 15:05 松元朋佳 お茶の水女子大学 卒論 福本まあや
ジョン・ノイマイヤー（John Neumeier 1942-）研究

―『幻想―『白鳥の湖』のように』の楽曲使用に着目して―

27 15:15 宮嶋かな子 日本女子体育大学 卒論 八木ありさ
音楽のリズムとダンスのリズムの同調により得られる効果

～ローザンヌ国際バレエコンクールにおける強拍とパに着目した作品分析～

28 15:25 小山 凜 順天堂大学 卒論 工藤康宏 大学生の余暇と生活満足度について：金銭的余裕の側面から

29 15:35 孫 暢 横浜国立大学 修論 梅澤秋久 体育授業における児童・生徒の運動意識調査～日本と中国東北の比較検討～

30 15:45 渡邉つぐみ 順天堂大学 卒論 工藤康宏 ホストタウン事業の取り組みについて

31 15:05 中村優里 日本女子体育大学 卒論 八木ありさ 社会人基礎力からみるダンスで身につく力　～傾聴力に着目した考察～

32 15:15 田上晴菜 共立女子大学 卒論 足立美和 ストリートダンスが与える心理的効果～バリアフリークラスの受講者を対象に～

33 15:25 長 幹連 順天堂大学 卒論 工藤康宏 若者の自動車離れとレジャー活動の関連性について

34 15:35 藤本照美 横浜国立大学 修論 梅澤秋久
共生の視点を重視した保健体育科学習の在り方について

～「する・見る・支える・知る」の関わりを意識した多様な他者との学び合いの実践～

35 15:45 太田沙紀 共立女子大学 卒論 足立美和 青年期における適応感と運動活動における「快適さ」について

36 15:55 仲村美里 日本体育大学 修論 久保健
小学校における体育と保健の共通の土台としての「からだの学習」の実践的研究

～体育と保健の関連性についての実態調査を踏まえて～

37 15:05 坂本光平 横浜国立大学大学院 修論 梅澤秋久
中学校・高等学校の体育授業における理想と現実

～主体的・対話的で深い学びの視点から～

38 15:15 松川怜奈 順天堂大学 卒論 工藤康宏 共学教育と別学教育の比較によるライフスキル獲得に関する研究

39 15:25 三ノ宮聖弘 順天堂大学 卒論 工藤康宏
学生アスリートが大学に求めるサポートについての検討

～今後のデュアルキャリア支援展開のため～

40 15:35 西田杏奈 お茶の水女子大学 卒論 福本まあや
舞踊家の学校現場での活動が参加児童に与える影響

―コミュニケーション能力育成に注目して―

41 15:45 萩原沙耶 日本女子体育大学 修論 宮本乙女 学校体育のダンス授業場面におけるコンタクト・インプロヴィゼーション活用の可能性

42 15:05 佐藤 陸 順天堂大学 卒論 工藤康宏
短期海外スポーツ研修の効果

～学生の海外に対する不安・抵抗感に着目して～

43 15:15 林 友里菜 至学館大学 修論 平田裕一 ノースカロライナ芸術大学短期交換留学報告

44 15:25 西崎賢 順天堂大学 卒論 工藤康宏 海岸利用者における地域愛着意識に関する研究-片貝海岸を事例として-

45 15:35 月東暖実 共立女子大学 卒論 足立美和 女子大生におけるスマートフォン依存傾向と社会的スキル

46 15:45 亀田梨奈 明星大学 卒論 村岡慈歩 女性における身体活動量と睡眠の質との関係

47 15:55 加藤直樹 順天堂大学 卒論 工藤康宏 大学生のSNS利用状況とプロスポーツリーグ・クラブのSNS公式アカウントへの関心度の研究

◆ポスター発表　ブロックE　　座長　高橋うらら（東京都市大学 ）　　発表時間15：05～

◆ポスター発表　ブロックF　　 座長　寺山由美（筑波大学）　　発表時間15：05～

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


