第 11 回すこやかキッズ支援全国セミナー
広げよう！
「食べて、動いて、よく寝よう！」のいきいき実践
≪ ごあいさつ ≫
インターナショナル すこやかキッズ支援ネットワークでは、子どもたちの健
全育成のための研究や保育・教育実践活動、ならびに、子育てがますます充実す
ることを願い、多くの情報交換をしようと、第 11 回の全国セミナーを計画いた
しました。
講演や講話、シンポジウム、研究発表、実践報告など、子ども支援に関する多
彩なプログラムを２日間でご紹介いたします。子ども支援に興味や関心をおもち
の方に、少しでも情報をお持ち帰りいただこうと、研究や実践成果の発表や話題
提供を用意させていただきました。
また、今回は、韓国の先生方 10 名の参加もいただき、韓国の教育・保育・子育て事情も、ご紹介いただ
きますので、じっくり楽しんでいただければ幸いです。
すこやかキッズ支援ネットワーク
代表
前橋 明
（早稲田大学 教授）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙすこやかキッズ支援ネットワーク事務局
代表 前橋 明
〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島２-579-15
早稲田大学 人間科学学術院 前橋 明 研究室内
TEL・FAX：04-2947-6902
e-mail：maehashi@waseda.jp

会場：早稲田大学所沢キャンパス 101 号館 107 教室
分科会（研究・実践報告会場）：２０５・２０６・２０７教室
（埼玉県所沢市三ヶ島２－579－15 所沢キャンパス）
期日：2015 年３月７日（土）
9：00～18:00
3 月８日（日）
9：00～17:00
≪アクセス≫
・西武池袋線小手指駅下車
（飯能方面 池袋駅より急行で 30 分，
準急で 40 分）
・小手指駅南口より西武バス「早稲田大学行」
で約 15 分（終点）
・タクシーで約 10 分

≪プログラム≫
３月７日（土）
8:30

スタッフ集合

9:30 開会式

9:00 受付

107 教室

松原敬子・吉村眞由美・佐野裕子

107 教室

2 階玄関前

総合司会：泉 秀生・五味葉子
イ

ソンギョン

あいさつ 浅川和美（山梨大学） Lee, Sun-Kyoung 李 珗 京 （明知大学）

9:40 特別講演 「韓国の幼少期の生活体育総合計画および幼児体育協会の活動」 107 教室
イ

이희선 교수 Lee, Hee-Sun

ヒ ソン

李 熙仙 (明知大学敎授)

午前中：韓国の先生方の一般研究・実践報告 107 教室（座長：泉 秀生 通訳：李 昭娜）
10:20
パク ジョンミン

Park, Jung-Min 朴 貞 珉 (明知大学)：幼児の動き教育 – リズム体操を中心に –
ハム ジョンウン

Ham, Jung-Eun 咸 禎 恩(明知大学)：知的障害児のための縄跳び運動の適用事例報告書
Chae, Ki-Ung

チェ

ギ ウン

蔡 基雄(明知大学)：韓国の幼稚園教育課程に沿った幼児体育研究動向の分析

ヤン

ス ジョン

Yang, Soo-Jung 梁 水 瀞 (明知大学)：幼児のための韓国民俗舞踊プログラム
11:20
Park, Mi-Sun
Park, Mi-Jin

パク

ミ ソン

パク

ミ ジン

朴 美善(明知大学)：韓国の健康百歳運動教室の現場報告
朴 美珍 (明知大学)：韓国ソウル市西大門区幼児支援事業の現状報告
イ

ウンジョン

Lee, Eun-Jung 李 Eun Jung(明知大学)：児童 K-POP ダンスプログラム指導に関する事例発表
イ

ジョンスク

Lee, Jung-Sook 李 貞 淑 (明知大学)：幼児の健康増進に基づいた幼稚園舞踊教育プログラムの開発と
事例報告Ⅲ
写真撮影
12:20 昼食
13:00 「子育てツールとしての伝承あそび」
13:20 講演

谷 伸行（全日本独楽回しの会）

「幼児の体育指導現場で自らが学ぶこと・伝えること
―子どもたちの笑顔が増えるように―」

107 教室

阿部玲子（日本幼児体育学会・広島支部）
14:00 シンポジウムⅠ『食べて、動いて、よく寝よう！』運動の展開 2014

107 教室

コーディネーター：野崎明彦
沖縄キャラバン
照屋真紀

早稲田大学

松原敬子

植草学園短期大学

吉村眞由美 早稲田大学人間総合研究センター

永井伸人

国学院高等学校

いのっ子運動フェスタ
尾木文治郎 高知県本川中学校

16:10 一般研究・実践報告
A 会場

107 教室 （座長：松原敬子・生形直也）

那須友美・馬場勇気・松井奈未・永井健太：みんなを元気にする体操「ドンスカパン体操」
兼田恭平：スポーツにおける反復練習の実態とその課題
高宮沙希・松原敬子：音楽療法における知的障がい児への運動実践
乾ちひろ：埼玉県所沢市の小学校児童の学習実態－学習塾、通信教育の及ぼす影響－
B 会場

205 教室 （座長：泉 秀生・木村千枝）

福永嵩士・増井正志：サーキットあそびと歩数の一考察
福澤広隆：少年・少女による非行問題と生活習慣上の課題－加齢に伴う生活習慣の変化－
鈴木毬乃・泉 秀生：保育園児の生活習慣と保護者の子育て意識に関する研究
山梨みほ：生活習慣からみる保育園幼児と母親の健康管理上の課題と対策
白井翔太・松原敬子：特別支援学校におけるキックベースボールの授業実践
C 会場

206 教室 （座長：有木信子・佐野裕子）

宇野龍大・奥野充崇：富田林市親子体操教室の取り組み「チャレンジキッズ大運動会」事例報告
櫻井雄祐：体罰による裁判事例からみた部活動のあり方
緒方友香：保育園幼児と母親の健康づくり
―育児制度の利用状況別にみた母子の生活習慣とそのリズムの特徴―
黒田佳那・庄司舞子・佐野裕子：父親の子育て支援に関する研究
―父親の育児参加・啓発活動実践―
D 会場

207 教室 （座長：浅川和美・吉村眞由美）

ミナクシみよこ：外あそびが困難な地域に向けたキッズヨガの取り組み
中原 舞・木村千枝・福田京子・桐山千世子・有木信子・松尾瑞穂・泉 秀生・石井浩子・前橋 明：
保育園５歳児の体格と体力・運動能力の実態
―2012 年度の作陽保育園年長児を取り上げて―
五味葉子・阿部玲子・新井雅美・石井浩子・岡みゆき・照屋真紀・永井伸人・野本博也・前橋 明
子ども支援の 2014 年沖縄キャラバン
中西 久実・田中 春佳・伊達 智美：保育者の身体的苦痛・ストレスに関する一考察
保育者を笑顔にするリズム体操の創作実践～ネバーエンディングストーリー～
上田厚作・ミナクシみよこ：ヨガの実践がうつ状態にもたらす回復効果に関する文献研究および
高ストレス状態の母親を対象としたヨガの実践効果
17:40 講話１ 「障がい幼児の成長を育む健康福祉用具」

107 教室

平井佑典（すこやかキッズ支援ネットワーク・委員）
18:00 おわりのあいさつ 松原敬子（植草学園短期大学）
18:30 懇親会（生協食堂）
はじめの挨拶：生形直也
おわりの挨拶：前橋 明

107 教室
司会：山梨みほ・小石浩一

乾杯の挨拶：佐野裕子

３月８日（日）
8:00

スタッフ集合

8:30 受付

107 教室

松原敬子・吉村眞由美・佐野裕子

2 階玄関前

総合司会：小石浩一・李 昭娜
8:55 ２日目開会のあいさつ 有木信子（作陽保育園）

107 教室

9:00 講話２ 「障がいのある子どもたちの支援」

107 教室

野崎明彦（島根大学）
9:20 講話３ 「“障がい児のスポーツ振興“⇒何が急務か？」

107 教室

千葉祗暉（バラエティクラブ ジャパン）
9:40 講話４ 「氷見の子育て支援」

107 教室

川原晶美（富山県海清保育園）
10:10 一般研究・実践報告
A 会場

107 教室 （座長：松原敬子・佐野祥平）

佐伯清子：小学生児童の靴と足の健康に関して-保護者の子ども靴への意識調査を通しての考察小石浩一：保育園幼児における午後の運動あそびと就寝時刻との関連性
内原夏佳：沖縄県石垣市における幼児の睡眠に関する研究
渡辺優恵・泉 秀生：保育園幼児の生活実態に関する研究
―早寝・早起き・朝ごはんのできている幼児の生活特徴―
飯田萌子：食事と子どもの健康状態についての研究
B 会場

205 教室 （座長：吉村眞由美・尾木文治郎）

大泉沙貴・大友三奈・渡辺詩織・佐野裕子：現代の幼児における体力運動能力と幼児を取り巻く生活
清水敬子：幼児期の生活リズム定着のための教材開発（Ⅴ）
豊田郁実・泉 秀生：障害児の保護者における支援ニーズに関する研究
―福島県内の養護学校に通う児童・生徒の保護者に関するアンケートを通して―
増田ヒロコ：地域子育て支援拠点における父親支援の役割
丸山絢華・高橋なぎ：bilibo pilates
C 会場

206 教室（座長：浅川和美・片岡正幸・石井浩子）

李 昭娜：長野県における幼稚園幼児の生活状況と午後あそびの実態
瀬在梨智佳：幼児の親子関係と生活習慣からみた児童虐待に関する研究
川上玲奈：小学校児童の習い事が生活習慣とそのリズムに与える影響
佐野裕子：家庭的保育の実態と保護者の意識
新井雅美：愛知県大府市の中学一年生の生活リズム体調と気分に関しての報告
11:30 昼食
12:30 表彰式

107 教室

12:40 シンポジウムⅡ 『食べて、動いて、よく寝よう！』運動の展望

107 教室
コーディネーター：永井伸人

保育の立場から

：石井浩子（京都ノートルダム女子大学）

運動指導の立場から：池谷仁志（さわだスポーツクラブ）
企業の立場から

：吉田 薫（ジャクエツ環境事業部）

研究者の立場から ：泉 秀生（郡山女子大学）
14:30 講話５ 「特別支援センターとの並行登園の子どもを迎えて」

107 教室

伊藤伸子（千葉県流山市 ひまわり幼稚園）
14:50 講演

「子どもの健康福祉戦略 2015―運動遊具の安全管理・安全指導―」107 教室
前橋 明（早稲田大学 教授，医学博士）

15:30 ティーチャーヒカル！プログラム！

107 教室

田中 光（流通経済大学 教授：アトランタ五輪体操日本代表）
16:10 インフォメーションコーナー

107 教室

佐藤宏計（大学教育出版） 石井宏幸（カンコー） 生形直也（株式会社 エクサ）
板垣光子（ゆっくっく）

藤田倫子（公益財団法人ライフスポーツ財団）

16:30 閉会式 前橋 明

●研究発表・実践報告（個人または共同研究）について
１）研究発表・実践報告発表は、すべて口頭発表とし、パワーポイントが使用できるようにしており
ます。発表 15 分以内で終了（10 分発表・4 分質疑応答・1 分交代）
。
２）発表者および共同研究の連名者は、本セミナーの参加費を当日受付にて納入下さい。
３）共同研究者は、原則として発表に参加できる方といたします。

第 11 回すこやかキッズ支援全国セミナー 参加申込書
FAX：04-2947-6902
E-mail：
第 11 回すこやかキッズ支援全国セミナーへの参加を申し込みます。
ふりがな

氏 名
〒
住 所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

所属機関
（職名）
〒
連絡先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

ｅ－mail
該当する項目の□に レ 印を付けてください

大会に参加予約する（□一般 2500 円

□大学院生・学生 1500 円）
□発表はしない

□研究発表・実践報告をする
□筆頭発表者である
□連名発表者(共同研究者)である
□懇親会に参加する（一般３000 円、学生 2000 円） □懇親会に参加しない
弁当・飲み物（１食につき、７00 円）を予約する （□３月７日 □３月８日）
※当日は大学食堂が閉まっており、会場近辺には歩いて食べに行ける所はありませんので、予めご了承ください。
研究発表・実践報告の演題届（発表を希望される方のみ、ご記入下さい）

題
名
研究者名
（共同研究者名を含む）

所属名

