
2018年３月３日（土）・４（日）   

第 14回 すこやかキッズ支援全国セミナー  

食べて、動いて、よく寝よう！ 

－地域ごとの子ども支援の知恵をもちよろう－ 

 

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14 回の全国セミナーを開催いた

します。  

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。子ども支援をはじめ、健康教育、

幼児体育、福祉教育、子育て支援などに興味や関心をおもちの方に、少しでも役

立ちたいと、講演をはじめ、各地域からの実践や取り組み、研究成果の発表や話

題提供を準備いたしました。 

しっかり、楽しんでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

 インターナショナル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） 

第14回実行委員長  泉 秀生（東京未来大学）  

 

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・大会事務局 事務局長  五味葉子 

〒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：y-gomi.53@ruri.waseda.jp  

 

会場：早稲田大学 所沢キャンパス 

（埼玉県所沢市三ケ島2-579-15） 

期日：2018年３月３日（土）10：00～18：00 

４日（日） ９：00～17：00 

 

≪アクセス≫  

早稲田大学 所沢キャンパス101号館 

・西部池袋線 小手指（こてさし）駅下車、バスで約15分 

・タクシーで約12分  

※ 小手指駅から早稲田大学専用バス（無料）、もしくは、 

路線（西武）バス（200円）でお越しください。  



≪プログラム≫ 

３月２日（金） 

終日  搬入・準備（韓日学術交流セミナー開催中） 

 

３月３日（土） 

8:30  スタッフ集合（受付） 

10:00  受付 （101号館１階107教室 前） 

総合司会：阿部玲子 先生（早稲田大学）・廣中栄雄 先生（曽野幼稚園） 

 

10:15  開会式：107教室  

開会あいさつ 浅川和美 先生（山梨大学） 

 

10:30  講話１「行政と研究室の共同開催、ところっこ親子で楽しむ運動あそびの実践について」 

～10:50  藤田倫子 先生（ライフスポーツ財団） 

 

10:50  講話２「千葉市の子ども支援の取り組み＆2020東京パラリンピックに向けての現状」 

～11:20  千葉祗暉 先生（千葉市教育委員会） 

 

11:20  特別講演１「乳幼児の体育指導を通した地域支援」  

～12:00   松坂仁美 先生（美作大学） 

 

12:00   昼 食 

 

13:00   講話３「乳幼児の遊具開発」 

～13:30    佐取由子 先生（株式会社 ジャクエツ 商品開発部） 

 

13:30   講話４「子育ての社会化と地域支援活動」 

～13:50  佐野裕子 先生（聖徳大学） 

 

14:05  一般研究・実践報告①  

～15:10 

Ａ会場 107教室  座長：浅川和美 先生（山梨大学）・谷 伸行 先生（全日本独楽回しの会） 

天野ちなみ：東京都足立区の保育園幼児とその保護者の生活時間に関する研究 

田村恵彦 ：「21世紀に活躍する人材の育成」をテーマにした幼児総合スポーツ教育の取り組み事例 

神田雄一・高橋笙子：リズム体操による父親の育児参加～イクメン体操～ 

 

Ｂ会場 206教室  座長：野崎明彦 先生（島根大学）・山梨みほ 先生（東半田保育園） 

堀 梨奈 ：近年の幼児におけるあそびの実態と保護者のあそびの経験との関連性 

岡澤孝昭 ：自閉症児における応用行動分析学の活用について 

井上 葵 ：視覚障害児と聴覚障害児の特徴を踏まえた言語習得の方法について 

野老朱理・岡澤孝昭・菅谷咲希・木村梨咲：障がい児におけるレクリエーション活動の実践 Ⅱ 

 

C会場 207教室  座長：佐野裕子 先生（聖徳大学）・五味葉子 先生（早稲田大学大学院） 

尾形観奈 ：保護者のモバイル機器の使用状況と子どもの生活習慣との関連性 

入江航平・西岡達朗・池上菜穂：学生によるティーム・ティーチング ～運動指導場面の考察～ 

大山もも ：茨城県つくばみらい市の幼児の生活状況と保護者とのかかわりに関する一考察 

前田ひかり・迎 真緒：父親の育児参加が子どもに与える影響 ～運動ゼミが考える発信方法～ 



 

15:30  シンポジウム 「食べて、動いて、よく寝よう！ 

～17:30          －地域ごとの子ども支援の知恵をもちよろう－」  

                   コーディネーター：泉 秀生 先生（東京未来大学） 

                        通訳：李 昭娜
ソ ナ

 さん（早稲田大学大学院） 

       シンポジスト 

照屋真紀  先生（早稲田大学大学院） 

岡みゆき 先生（大阪大谷大学） 

李 珗
ソン

京
ギョン

 先生（韓国 明知
ミョンチ

大学） 

 陳 洪淼  先生（中国 華僑大学） 

 

17:30  おわりのあいさつ  石井浩子 先生（京都ノートルダム女子大学） 

 

18:00  懇親会 ＠早稲田大学 生協食堂（100号館） 

～20:00     司会：松坂仁美 先生（早稲田大学大学院）・宮本雄司 先生（早稲田大学） 

 
 

３月４日（日） 

8:00  スタッフ集合（受付） 

 

9:00  受付 （101号館１階107教室 前） 

総合司会：齋藤君世 先生（高根沢第二幼稚園） 

 廣瀬 団 先生（保育士学院 学栄アカデミー） 

 

９:20  ２日目 開会あいさつ  野崎明彦 先生（島根大学） 

 

9:30  特別講演２「家～なれ～運動とコラボした親子ふれあい体操の取り組み－」 

～10:25   吉濱 剛 先生（沖縄県教育庁 八重山教育事務所） 

   

10:35   講話５「神奈川県における子ども支援に関する施策と地域活動」 

～10:55   宮本雄司 先生（早稲田大学人間科学学術院） 

     

11:10   一般研究・実践報告②  

～12:10 

Ａ会場 107教室  座長：泉 秀生 先生(東京未来大学)・藤田倫子 先生（ライフスポーツ財団）  

佐野祥平 ：台湾幼児の生活習慣の実態の地域比較Ⅱ 

照屋真紀 ：沖縄県幼児の生活リズムの問題とその対策 

五味葉子 ：岐阜県中津川市幼児の生活習慣とその課題 

森下晃熙 ：高校生硬式野球部部員の生活習慣と体力・運動能力の実態と課題 

 

Ｂ会場 206教室  座長：松原敬子 先生（植草学園短期大学）・廣中栄雄 先生（曽野幼稚園） 

阿部玲子 ：幼児の就寝時刻別にみた保護者のあそびの経験や意識と幼児の生活習慣との関連性 

松坂仁美 ：幼児の生活リズムと体格、体力・運動能力の実態と課題 

桑江良輔 ：児童の公園利用と生活習慣の関連性 

 

 

 



Ｃ会場 207教室  座長：石井浩子 先生（京都ノートルダム大学）・宮本雄司 先生（早稲田大学） 

高橋昌美 ：１日のメディア視聴が幼児の生活習慣に及ぼす影響 

山﨑香純 ：大学生の生活実態に関する研究 

鶴田直哉 ：幼児期の生活習慣が青年期の調整力に及ぼす影響 

 市川泰子 ：保育現場における食育活動の意義と課題 

 

D会場 205教室  座長：齋藤君世 先生（高根沢第二幼稚園）・谷 伸行 先生（全日本独楽回しの会） 

前橋 明 ：幼児に対する運動指導上の留意事項 

谷 未夢起・谷 伸行：「お母さんもいっしょに」伝統文化・伝承あそびを継続する取り組み 

石井浩子 ：夜型化社会の中での幼児の生活リズムと体力、身体活動量との関係 

 

12:10  昼 食 

 

13:10  表彰式                 司会：松原敬子 先生（植草学園短期大学） 

 

13:40  講話６「フィリピンでの海外地域支援」 

～14:00   五味葉子 先生（早稲田大学大学院） 

 

14:05  基調講演「子どもの健康福祉戦略2018『食べて、動いて、よく寝よう！』」 

～14:50   前橋 明 先生（早稲田大学人間科学学術院） 

 

15:00  講話７「ボランティア活動、スタッフ・資金の集め方」 

～15:20   谷 伸行 先生（埼玉県プレイリーダーの会・あそびの市場事務局長 

              元HSBCバンキングオペレーション・スーパーバイザー） 

 

15:20  講話８「葛飾区と青少年地区委員との連携とその取り組み 

～15:40      ～地域における乳幼児から青少年までの支援～」 

       山梨みほ 先生(東京都葛飾区東半田保育園) 

 

15:45  インフォメーションコーナー   司会：青木隆男 先生（代々木至誠子ども園） 

～16:30 

株式会社 ジャクパ 様     株式会社 エクサ  様 

菅公学生服株式会社 様     株式会社 ジャクエツ 様 

株式会社 大学教育出版 様   全日本独楽回しの会 様  

有限会社 さわだスポーツクラブ 様 

株式会社 biima 様       日本キッズヨガ協会 様 

 

16:30   閉会式 

           閉会あいさつ  前橋 明 先生（早稲田大学） 

 

※一般研究・実践報告について 

発表時間：15分 

口頭発表：10分 

質疑応答：４分 

入れ替え：１分 

 

１ベル：８分  ２ベル：10分  ３ベル：14分 
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