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専門領域企画

00　体育哲学

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）10：00 〜 12：00
会　場：センターＢ棟 ＧＢ 31
テーマ：スポーツ実践の思想

平成 26 年度テーマ：実践思想のパフォーマンス
司　会：田井健太郎（長崎国際大学）、佐々木　究（山形大学）
演　者：米村　耕平（香川大学）
　　　　　ゲームの発展過程に対応した教材の開発から
　　　　石岡　丈昇（北海道教育大学）
　　　　　リズムの受肉—ボクシングジムに埋め込まれた思想—
　　　　木庭　康樹（広島大学）：
　　　　　ポルトガルサッカーの実践思想とレンディメント—戦術的ピリオダイゼーションの思想力—

日　時：2014 年 8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　会議室 802

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）12：00 〜 13：00
会　場：センターＢ棟 ＧＢ 31

　シンポジウムＡ

日　時：2014 年 8 月 28 日（木）10：00 〜 12：00
会　場：センターＢ棟 ＧＢ 31
テーマ：オリンピック・レガシー研究の現状と課題
司　会：大津　克哉（東海大学）
演　者：荒牧　亜衣（筑波大学）
　　　　　オリンピック・レガシー研究に対する哲学的アプローチの意義
　　　　本間　恵子（翻訳家・リサーチャー）
　　　　　スポーツ・レガシーの重要性と実現に向けた課題
　　　　舛本　直文（首都大学東京）
　　　　　オリンピック・インパクト研究（OGI）の現状と課題
　　　　菅井　達哉（日本スポーツ振興センター）
　　　　　オリンピック・レガシーのガバナンス研究の課題について

　シンポジウムＢ

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）16：20 〜 17：20
会　場：センターＢ棟 ＧＢ 31
テーマ：＜スポーツ根性論＞を再考する　
　　　　　—1960 年代における「根性」の変容と「いま」および「これから」—
司　会：久保　正秋（東海大学）
演　者：岡部　祐介（至誠館大学）

　浅田学術奨励賞・受賞記念講演

　運営委員会

　総会
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01　体育史

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）15：30 〜 17：30
会　場：教育学部　E24 
テーマ：スポーツの競技・種目史のこれまでとこれから−その意義と課題−  
コーディネーター：鈴木　明哲（東京学芸大学）  
演　者：秋元　　忍（神戸大学）
　　　　新井　　博（びわこ成蹊スポーツ大学）
　　　　及川　佑介（東京女子体育大学）
　　　　後藤　光将（明治大学）

　シンポジウム

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）14：15 〜 15：15
会　場：教育学部　E24 
テーマ：日本における女子体育教師史研究  
司　会：來田　享子（中京大学）  
演　者：掛水　通子（東京女子体育大学）

　キーノートレクチャー

日　時：2014 年 8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 813

　理事会
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02　体育社会学

日　時：2014 年 8 月 28 日（木）10：00 〜 12：00
会　場：農学部 ぽらんホール 
テーマ：わが国におけるメガスポーツイベントの社会文化的意義と課題  
演　者：石坂　友司 （奈良女子大学）
　　　　　＜オリンピックの遺産＞の社会学−メガイベント研究の課題−
　　　　大沼　義彦 （日本女子大学）
　　　　　企図されたレガシー：ポスト・オリンピックの英国スポーツから
　　　　広瀬　一郎 （スポーツ総合研究所 株式会社）  
　　　　　五輪開催のレジェンド〜何を作り、残すべきか〜
コーディネーター：高橋　義雄（筑波大学）

日　時：2014 年 8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：マリオス　会議室 183

日　時：2014 年 8 月 28 日（木）12：00 〜 13：00
会　場：農学部 A7

　シンポジウム

　評議員会

　総会
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03　体育心理学

日　時：2014 年 8 月 28 日（木）13：20 〜 14：20
会　場：工学部 テクノホール 
テーマ：体育学習における動機づけ研究の課題
司　会：土屋　裕睦（大阪体育大学）    
演　者：伊藤　豊彦（島根大学）

日　時：8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 817

日　時：8 月 28 日（木）  11：40 〜 12：20
会　場：工学部 テクノホール

日　時：2014 年 8 月 28 日（木） 9：30 〜 11：30 
会　場：工学部 テクノホール 
テーマ：チーム力の研究：その視点と方法を探る  
司　会：佐々木　万丈（日本女子体育大学）  
演　者：河津　慶太（九州大学）
　　　　横山　慶子（工学院大学）
　　　　飛田　　操（福島大学）

　シンポジウム

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）13：00 〜 14：00
会　場：工学部 テクノホール 
テーマ：体育・スポーツにおけるリーダーシップの心理学：海外研究の動向
司　会：磯貝　浩久（九州工業大学）    
演　者：町田　　萌（順天堂大学）

　キーノートレクチャー①

　キーノートレクチャー②

　理事会

　総会
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04　運動生理学

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）10：00 〜 12：00
会　場：センター A 棟　G2 大  
テーマ：高強度運動が骨格筋の代謝に及ぼす影響  
司　会：武政　　徹  
演　者：武田　紘平（筑波大大学院・人間総合科学研究科・体育科学専攻・大学院生）
　　　　　「運動時のアンモニア代謝とパフォーマンス」
　　　　阿部　貴晃（東京大学大学院・農学生命科学研究科・水圏生物科学専攻・大学院生）
　　　　　「高強度運動が骨格筋の解糖的代謝に及ぼす影響」
　　　　北岡　　祐（東京大学大学院・総合文化研究科・助教）
　　　　　「運動時の乳酸代謝〜グリコーゲン代謝の遺伝性疾患からサラブレッドまで〜」

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）13：00 〜 14：00
会　場：センター A 棟　G2 大  
テーマ：運動と動脈硬化度  
司　会：西平　賀昭（筑波大学）  
演　者：前田　清司（筑波大学）

　シンポジウム

　キーノートレクチャー
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05　バイオメカニクス

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）13：00 〜 14：00 
会　場：センター A 棟　G1 大  
テーマ：スキージャンプのバイオメカニクス的研究  
司　会：平野　裕一（JISS）
演　者：山辺　　芳（JISS）

日　時：2014 年 8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　会議室 602

　キーノートレクチャー

　理事会
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06　体育経営管理

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）10：00 〜 12：00
会　場：センター B 棟　GB32
テーマ：スポーツをみる力とこれからのスポーツ振興
司　会：浪越　一喜（帝京大学）、出口　順子（東海学園大学）  
演　者：齊藤　隆志（日本女子体育大学）
　　　　　みる力とはどのような能力か 
 宮嶋　泰子（テレビ朝日）
　　　　　オリンピック報道番組制作の工夫
　　　　小林　樹青（公益財団法人東京都体育協会）
　　　　　みる力を高めるプログラムの実践例

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）12：00 〜 12：40
会　場：センター B 棟　GB32

　シンポジウム

　総会



38

07　発育発達

日　時：2014 年 8 月 27 日（水）15：30 〜 17：30  
会　場：センター B 棟　GB21  
テーマ：運動発達を促す身体活動のエビデンス
司　会：春日　晃章（岐阜大学）
演　者：鈴木　宏哉（東北学院大学）
　　　　　大規模調査からみえる身体活動・生活習慣と体力との関係
　　　　田中　茂穂（国立健康・栄養研究所基礎栄養研究部）
　　　　　子どもにおける身体活動の実態と課題
　　　　國土　将平（神戸大学）  
　　　　　発育からみた発達至適時期

日　時：2014 年 8 月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 814

　シンポジウム

　理事会
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08　測定評価

日　時：2014 年８月 27 日（水）10：00 〜 12：00
会　場：センター B 棟　GB11  
テーマ：運動介入後のフォローアップの進め方とその評価方法  
座　長：坂井　智明（日本ウェルネススポーツ大学）  
演　者：坂井　智明（日本ウェルネススポーツ大学）
　　　　　地方自治体がおこなう運動習慣化を目指した新たな試み
　　　　中垣内真樹（長崎大学医歯薬学総合研究科）
　　　　　高齢者同士で運動を習慣化する高齢者サロン育成の試み　―継続化を促すための工夫―
　　　　中山　正剛（別府大学短期大学部）
　　　　　健康教室終了後を見据えたアプローチ
　　　　田中喜代次（筑波大学体育系） 
　　　　　高齢者の体力を追跡するための評価指標

日　時：2014 年８月 28 日（木）10：00 〜 12：00
会　場：センター B 棟　GB11  
テーマ：健康・スポーツ分野において研究計画を策定する際に留意すべき交絡因子の取り扱い 
座　長：大藏　倫博（筑波大学体育系）  
演　者：角田　憲治（公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所）
　　　　　横断研究・縦断研究で留意すべき交絡因子の取り扱い
　　　　中田　由夫（筑波大学医学医療系）
　　　　　介入研究を計画する際に留意すべき交絡因子の取り扱い
　　　　原田　和弘（国立長寿医療センター運動機能賦活研究室） 
　　　　　健康スポーツ心理学分野における交絡因子と類似概念の取り扱い

日　時：2014 年８月 27 日（水）13：30 〜 14：30
会　場：第 1 体育館

日　時：2014 年８月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 810

日　時：2014 年８月 27 日（水）12：00 〜 13：00
会　場：センター B 棟　GB11

　シンポジウム１

　シンポジウム２

　統計相談コーナー

　理事会

　総会
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09　体育方法

日　時：2014 年８月 27 日（水）9：30 〜 11：30
会　場：工学部　テクノホール  
テーマ：戦術研究を実践に活かすには  
司　会：佐藤　　徹（北海道教育大学）  
演　者：  中瀬　雄三（筑波大学大学院博士課程）

「戦術（達成）力の構造」 
栗山　雅倫（東海大学）
「戦術研究の活用例　〜ハンドボールにおける実践例〜」
會田　　宏（筑波大学）
「実践に活用できる戦術研究の方向性」

日　時：2014 年８月 27 日（水）15：30 〜 17：30
会　場：岩手大学　柔道場（第 1 体育館）                  
テーマ：大学体育における合気道の指導実践 
講　師：小林　勝法（文教大学）

日　時：2014 年８月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：マリオス　会議室 184

日　時：2014 年８月 27 日（水）11：40 〜 12：20
会　場：工学部 テクノホール

　シンポジウム

　ワークショップ

　理事会

　総会
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10　保健

日　時：2014 年８月 27 日（水）13：00 〜 14：00
会　場：教育学部　E26

日　時：2014 年８月 27 日（水）15：30 〜 17：30
会　場：教育学部　E26
テーマ：学校における医薬品教育の実践の工夫
司　会：岩田　英樹（金沢大学），小浜　明（仙台大学）
演　者：那須　泰治（くすりの適正使用協議会）
　　　　小山　　浩（筑波大学附属中学校）
　　　　高橋菜穂子（岩手県薬剤師会くすりの情報センター）　

　シンポジウム

日　時：2014 年８月 27 日（水）10：45 〜 11：45
会　場：教育学部　E26
テーマ：我が国の保健科教育の課題と今後の発展に向けて
　　　　　−私の保健科教育学への歩みと自省から−
司　会：野津　有司（筑波大学）
演　者：森　　昭三（筑波大学名誉教授）

　キーノートレクチャー

　総会
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11　体育科教育学

日　時：８月 27 日（水）13：00 〜 15：00
会　場：教育学部　北桐ホール
テーマ：“ 体育科教育学における教授・学習指導論の未来 ”―学習指導モデルの観点から
司　会：大友　　智（立命館大学）　細越　淳二（国士舘大学）  
演　者：長谷川悦示（筑波大学）
　　　　荻原　朋子（順天堂大学）　
　　　　栗田　昇平（筑波大学大学院）
　　　　梅垣　明美（大阪体育大学）

日　時：８月 27 日（水）16：30 〜 17：30 
会　場：教育学部　北桐ホール
テーマ：教師による体育カリキュラム開発の方法
　　　　　―スクール・ベイスト・カリキュラム開発に着目して―  
司　会：大友　　智（立命館大学）  
演　者：丸山　真司（愛知県立大学）

日　時：８月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室　811

日　時：８月 27 日（水）15：30 〜 16：30
会　場：教育学部　北桐ホール

　シンポジウム

　キーノートレクチャー

　理事会

　総会
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12　スポーツ人類学

日　時：2014 年８月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 815

日　時：2014 年８月 27 日（水）11：00 〜 12：00
会　場：教育学部　E25

日　時：2014 年８月 27 日（水）13：00 〜 15：00
会　場：教育学部　E25
テーマ：芸能のまなざし
　　　　　―スポーツ人類学における日本芸能論の可能性―
提案者：中嶋　哲也（鹿児島大学）・杉山　千鶴（早稲田大学）
司　会：中嶋　哲也（鹿児島大学）
演　者：榎本　鐘司（南山大学）
　　　　　芸能としての武術 ―江戸時代における武術の地域化という視点―
　　　　波照間永子（明治大学）
　　　　　沖縄近現代に創出された “ 武の舞 ” の諸相 ―琉球古武術「浜千鳥」と琉球舞踊「護身の舞」―
　　　　橋本　裕之（追手門学院大学）
　　　　　「見る／見られる」関係におけるスポーツの芸能化 ―折口信夫の芸能史を参照しながら―

　シンポジウム

日　時：2014 年８月 27 日（水）10：00 〜 10：50
会　場：教育学部　E25 
テーマ：カポエイラの固有性の創造
　　　　　―リオデジャネイロにおける取り組みを手掛かりにして―
司　会：田里　千代（天理大学）
演　者：細谷　洋子（四国大学）

　キーノートレクチャー

　世話人会

　総会
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13　アダプテッド・スポーツ科学

日　時：2014 年８月 28 日（木）10：00 〜 12：00
会　場：教育学部　E22  
テーマ：教員免許取得における「アダプテッド体育」履修必修化を目指して  
司　会：内田　匡輔（東海大学）  
演　者：齊藤まゆみ（筑波大学）
　　　　金山　千広（神戸女学院大学）
　　　　藤田　紀昭（同志社大学）

日　時：2014 年８月 27 日（木）8：30 〜 9：30
会　場：教育学部　E22

日　時：2014 年８月 28 日（木）12：00 〜 12：30
会　場：教育学部　E22

　シンポジウム

　評議員会

　総会
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14　介護福祉・健康づくり

日　時：2014 年８月 28 日（木）10：00 〜 12：00
会　場：教育学部　E23 
テーマ：「元気老人」  
司　会：小林　寛道（東京大学）  
演　者：田中喜代次（筑波大学）
　　　　　97 歳で 1 年に 100 回以上ゴルフをプレイした北村正子氏（100 歳）の健康体力
　　　　竹島　伸生（鹿屋体育大学）
　　　　　エイジシュート 1 千回以上達成の植杉乾蔵氏の身体活動量
　　　　鈴木　玲子（東北福祉大学）
　　　　　「仲間作りは地域づくり」住民と創る運動教室

日　時：2014 年８月 28 日（木）9：30 〜 10：00
会　場：教育学部　E23 
テーマ：高齢者の栄養と健康  
司　会：小林　寛道　（東京大学）  
演　者：樋口　　満　（早稲田大学）

日　時：2014 年８月 26 日（火）12：00 〜 13：00
会　場：アイーナ　研修室 816

日　時：2014 年８月 28 日（木）12：00 〜 12：30
会　場：教育学部　E23

　シンポジウム

　キーノートレクチャー

　理事会

　総会


