2019 年３月２日（土）・３（日）

第 15 回 すこやかキッズ支援全国セミナー
The 15th International Meeting of Supporting Healthy kids

食べて、動いて、よく寝よう！
－ 子ども支援、変わりゆくもの つないでいくもの －
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 15 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
ご紹介します。

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）
第 15 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

記
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）
日時：201９年３月２日（土）9：00 ～ 受付開始
9 : 00～12：00 韓国の研究者と子ども支援者による発表
13：00～17：00 すこやかキッズ 支援全国セミナー（１日目）
（※ 17：30 より懇親会）
３月３日（日）９：00～16：30
すこやかキッズ 支援全国セミナー（２日目）
≪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

≪プログラム≫

8:30
８:40

３月２日（土）
スタッフ集合（受付開始）
すこやかキッズ支援全国セミナー
受付開始(101 号館１階 107 教室前)

9:00

2019 年春季韓日学術交流セミナー開会式 （101 号館１階 107 教室）

～9:30

総合司会：木村浩二（早稲田大学 学部４年）
通訳：李 昭娜（早稲田大学 大学院）
開会挨拶 ：五味葉子（早稲田大学 大学院）
李 貞淑 先生（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科 主任敎授）

9:30
～9:50

研究発表１「舞踊動作治療プログラムが共同生活家庭の児童の脳機能および
情緒調節能力に与える影響」
李 信永（明知大学校社会教育院スポーツ芸術 教授）

9:50
研究発表２「幸せな暮らしの始まり、小学生のヨガと回復弾力性」
～10:10 高 美榮（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科 ）
10:10

研究発表３「地域コミュニティと共に行う中学校における体育教育の現場報告」
洪 恩澤（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科）

10:30
研究発表４「ベリ ーダンス動作と乳幼児の 成長への関連性に関する報告」
～10:50 申 蓮玉（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科）
11:00 研究発表５「きょうだいの存在が幼児の生活習慣に及ぼす影響」
～11:20 木村浩二（早稲田大学学部４年）
11:20
研究発表６「高校生サッカー選手のスパイクシューズに対する意識と健康」
～11:40 前崎雅代（早稲田大学 e スクール４年）
11:40
挨拶 前橋 明（早稲田大学 人間科学学術院 教授）
～12:00
李 珗京先生（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科 敎授）
写真撮影
12:00

昼 食

12:30

すこやかキッズ支援全国セミナー
受付(101 号館１階 107 教室前)

13:00

開会式：107 教室
総合司会：谷 伸行 (全日本独楽回しの会)・五味葉子 (早稲田大学大学院)
開会あいさつ 佐野裕子 （仙台白百合女子大学）

13:20
～13:40

講話１「子ども支援の沖縄キャラバンの実践と評価」
小石浩一 先生（早稲田大学大学院）

14:00
～14:30

講話２「第４次産業革命と舞踊を通じた幼児の創意性教育」
李 貞淑 先生（明知大学校社会教育大学院生活体育教育学科 主任敎授）
通訳：李 昭娜（早稲田大学大学院）
＜５分 休憩＞

14:35
～14:55

講話３「乳幼児の健康生活策略 in 台湾」
余 雅婷 先生（台湾国立体育大学）

14:55
～15:15

講話４「乳幼児遊具の開発」
畑守克信 先生（ジャクエツ 開発担当 主任）

15:15
～16:00

特別講演「障がい者支援はなぜ必要なのか」
野崎明彦 先生(島根大学)
＜10 分 休憩＞

16:10
～17:10

一般研究・実践報告①

Ａ会場 107 教室

座長：石井浩子 先生(京都ノートルダム)・松坂仁美 先生(美作大学)
通訳：李 昭娜（早稲田大学大学院）
崔 赫圭 ：テコンドー公演文化の分析と活性化方案
柳 會雄 ：子どもの食生活改善に向けたバレエ公演の制作事例の報告
徐 惠羅 ：幼児舞踊プログラムの開発のための黄海道花冠舞の考察

Ｂ会場 206 教室
座長：浅川和美 先生(山梨大学)・廣中栄雄先生(曽野幼稚園)
島田奈緒 ：幼児と保護者の平日と休日の生活実態についての一考察
須賀早和子：幼稚園幼児の習い事と生活実態との関連性
里中隆介・佐野実花・瀬川 蘭・吉田真：幼児期のロコモティブシンドロームについての考察
～ロコモ体操の創作～
C 会場 207 教室
座長：佐野裕子先生(仙台白百合女子大学)・五味葉子先生(早稲田大学大学院)
横田愛実 ：大学生の生活の実態と家族とのかかわりに関する研究
高瀬哲平 ：特別支援教育に対する大学生の認識と課題
吉田梨津・吉本梨佐：富山県氷見市・K 保育園との交流プロジェクト
永井伸人 ：四肢を使って身体を支える運動が骨密度に与える影響―クマ歩きとクモ歩きー

Ｄ会場 205 教 座長：小石浩一先生（早稲田大学大学院）・高橋昌美先生（早稲田大学大学院）
岡村有紗・西田誌織・松田純也・横川陸：ｅ₋sports と子どもとの関わり
山田昭子 ：０・１・２歳児クラスの運動あそび
久留島彩織：異年齢交流「みんなの運動会」実践報告 ～運動をとおして０才から小・中・
高・大人のふれあいとコミュニケーション構築の模索～
17:30
懇親会 ＠早稲田大学 生協食堂（100 号館）
～19:30
司会：山梨みほ (浦和大学)・宮本雄司 (早稲田大学)

３月３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：小石浩一 (早稲田大学大学院)・満処絵里香(早稲田大学 e スクール)

9:30
～10:30

一般研究・実践報告②

Ａ会場 107 教室
座長：山梨みほ先生(浦和大学)・松原敬子先生(植草学園短期大学)
清水健太 ：ベトナム中部の幼児の生活習慣と課題
姜 碧瑩 ：中国の地域別にみた幼児の生活習慣の実態と課題
野老朱理 ：起立性調節障害について
遠藤沙樹 ：聴覚障害のある人が音楽を楽しむために
Ｂ会場 206 教室
座長：泉 秀生先生(東京未来大学)・小石浩一先生(早稲田大学大学院)
秋元美慧 ：幼児のテレビ・ビデオ・DVD・モバイル機器使用の実態と生活習慣との関性
鰐川裕介 ：新潟県小千谷市における小学校児童の生活習慣の経年変化
山下泰弘 ：オリーブ園で、障がい児と家族を健康に！笑顔に！
門倉洋輔 ：高知県土佐市幼児の生活習慣とその課題
Ｃ会場 207 教室
座長：宮本雄司先生(早稲田大学)・五味葉子先生(早稲田大学大学院)
小林圭汰 ：保育園幼児の生活習慣と体力の実態に関する研究－年長児の四季別にみた変化－
下位由香 ：わが国における幼児の園庭環境の実態と健康安全上の課題
福田京子 ：保育現場における家族支援
Ｄ会場 205 教室 座長：高橋昌美先生(京都西山短期大学)・石井浩子先生(京都ノートルダム)
滝口茉莉花：保育者による保護者への支援や対応に関する研究
浅野嘉孝 ：埼玉県入間市の児童・生徒の生活習慣と健康管理上の課題
尾上 司 ：
「幼少時期に大切な自己肯定感と非認知能力」をテーマに 21 世紀型幼少児
スポーツ教育の取り組み事例
＜15 分 休憩＞
10:45
実行委員長あいさつ 泉 秀生 （東京未来大学）
～10:50
10:50
講話５「幼児の虫歯について」
～11:20 佐野祥平 先生（早稲田大学 人間総合研究センター）

107 教室

11:30
講話６「ボランティア活動、３つの健康」
～12:00 谷 テル子 先生（全日本独楽回しの会）
12:00

昼 食

13:00

表彰式

司会：松原敬子 (植草学園短期大学)

107 教室

13:15
基調講演「子どもの健康福祉戦略 2019『食べて、動いて、よく寝よう！』」
～13:45 前橋 明 先生（早稲田大学）

13:50
シンポジウム 「食べて、動いて、よく寝よう！
～15:30
－ 子ども支援、変わりゆくもの つないでいくもの －」
コーディネーター：石井浩子 先生（京都ノートルダム女子大学）
シンポジスト
青木秀雄 先生（埼玉県 浦和大学）
吉濱 剛 先生（沖縄県 八重山教育事務所）
川原晶美 先生（富山県 海清保育園)
廣中栄雄 先生（愛知県 曽野幼稚園）
稲井玲子 先生（高知県立大学）
15:40
インフォメーションコーナー
司会：泉 秀生 (東京未来大学)
～16:10
白馬国際株式会社
馬 天雪 様
日本幼児体育学会
石井浩子 先生
全日本独楽回しの会 谷 伸行 様
株式会社ジャクエツ 吉田 薫 様
株式会社エクサ・すこやかキッズ体力研究会 生形直也 様
オーガニックオリーブリーフ協会・一般社団法人日本ＩＣＦ情報支援機構 山下泰弘 様
日本食育学術会議
稲井玲子 先生
沖縄キャラバン隊
小石浩一 先生
16:10

閉会式
閉会あいさつ

浅川和美 （山梨大学）

※通訳付きの発表について
発表時間：20 分
口頭発表：13 分
質疑応答： ６分
入れ替え： １分
※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：15 分

