人類働態学会東日本地方会のご案内
第 45 回人類働態学会東日本地方会を下記のとおり開催いたします。多くの会員および関係の皆様のご参加をお
願い申し上げます。

期日：2016 年 12 月 18 日（日）9：30～17：00

発表に関して

会場：電気通信大学西 5 号館 109 教室



す。

（東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1）
http://www.uec.ac.jp/about/profile/access/




プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）対
応となっています。

E-mail: east-hes@human.inf.uec.ac.jp
参加費（当日支払いのみ）：

発表機器はプロジェクターになります。接続ケー
ブルは Mini D-sub15 ピンです。

大会長，事務局：水戸和幸（電気通信大学）
Tel: 042-443-5554

発表時間は 10 分、質疑応答 4 分、入替 1 分で



発表用 PC は発表者各位でご用意頂くか、事務
局で準備した PC（OS は Windows 10 、プレゼン

2,000 円（学生 1,000 円）

ソフトは Microsoft Power Point 2013）をご利用下

大会の時間構成

さい。発表者は発表前のセッション開始までに PC

9:00～ 9:30

受付

9:30～ 9:35

開会

9:35～10:50

一般発表・セッション 1

休憩・昼食

10:50～11:00

休憩

休憩・食事には、会場をご利用下さい。なお、今回は

11:00～12:15

一般発表・セッション 2

お弁当の予約受付を行っておりません。会場周辺のコ

12:15～13:30

昼食・理事会（西 5 号館 314 室）

ンビニエンスストア、飲食店をご利用下さい。

13:30～15:00

一般発表・セッション 3

15:00～15:10

休憩

アクセスについて

15:10～16:40

一般発表・セッション 4



16:40～17:00

事務局連絡，表彰式，閉会

等の動作確認を行って下さい。

京王線調布駅下車徒歩５分（新宿から京王線特
急で２駅１５分）



JR 中央線の吉祥寺駅、三鷹駅、武蔵境駅の各駅
から調布駅北口行きのバス（京王バス、小田急バ
ス）も出ております。

周辺地図および構内案内図
会場の建物は「西地区」にございます。

会場：西 5 号館
109 教室

第 45 回人類働態学会東日本地方会プログラム
2-2 フィギャーノート音楽教育におけるタブレット端末

9:00～ 9:30

■ 受付

9:30～ 9:35

■ 開会・大会長挨拶

9:35～10:50

■ セッション 1

幸 2) ／1)電気通信大学情報理工学部, 2)電気通信

座長：水戸和幸／電気通信大学

大学情報理工学研究科

1-1 地域文化としての津軽コギン刺しの誕生と変遷
およびその伝承に係る要因について
○鳴瀬麻子，足羽與志子 ／一橋大学大学院社会
学研究科

アプリの開発
○岩﨑佳菜子 1), 板倉直明・水野統太・水戸和

2-3 知的障害者向け時間管理支援アプリの開発と評
価
◯小林礼佳・板倉直明・水野統太・水戸和幸 ／
電気通信大学情報理工学研究科

1-2 国防従事者における最適妥当性体力の検討
－韓国海軍兵士の体力加齢変化チャートからの
解析－
○早川健太郎 1), 藤井勝紀・糟谷浩輔 2）, 渡部
琢也 3）, 和泉憲昌 4） ／1)名古屋経営短期大学, 2)
愛知工業大学大学院経営情報科学研究科, 3）会津大
学短期大学部, ４）防衛大学校

1-3 高齢者の自転車転倒による傷害
○谷田貝一男 ／日本自転車普及協会 自転車文化

2-4 カタカナ浮き出し文字の高さが触認知に与える影
響
○鷲田毬乃・板倉直明・水野統太・水戸和幸 ／
電気通信大学情報理工学研究科

2-5 表面多電極を用いた股関節角度とハムストリング
の筋活動様式の関係
○堀俊和・白井礼・板倉直明・水野統太・水戸和
幸 ／電気通信大学情報理工学研究科

センター

1-4 学会活動における改善指向型人材教育の実践と

12:15～13:30

昼食・理事会（西 5 号館 314 室）

13:30～15:00

■ セッション 3

課題
○水野有希 1）, 池上徹 2）, 山田泰行・水野基樹

座長：山田泰行／順天堂大学

3）, 松田文子・竹内由利子 2）, 加藤麻樹 4）, 岡
田明 5） ／1)東洋学園大学, 2)大原記念労働科学研
究所, 3)順天堂大学, 4)早稲田大学, 5)大阪市立大学

1-5 大学生による運動体験型テーマパーク振興に関
する参加型改善提案活動の実践～施設の再訪
問意向と満足度調査による評価～
○池上徹・松田文子 1), 水野有希 2), 山田泰行
3) ／1)大原記念労働科学研究所, 2)東洋学園大学,
3)順天堂大学

3-1 女子スポーツ選手の初経遅延リスクマネジメント
○藤井勝紀 ／愛知工業大学大学院経営情報科学
研究科

3-2 初経の限界体重説に基づく体重の MPV 年齢から
判断される初経遅延の妥当性
○糟谷浩輔・藤井勝紀・早川健太郎・可児勇樹
／愛知工業大学大学院経営情報科学研究科

3-3 幼児期における骨密度(stiffness 値)の加齢変化
10:50～11:00

休憩（10 分）

に基づく評価の妥当性とトラッキングについて
○可兒勇樹・藤井勝紀・糟谷浩輔 1), 田中光 2)
／1)愛知工業大学大学院経営情報科学研究科, 2)流

11:00～12:15

■ セッション 2
座長：真家和生／大妻女子大学

2-1 行為のモニタリング精度が眼と手の協応動作に
及ぼす影響
○門田梨恵 1), 髙橋雄三 2) ／1)広島市立大学情
報科学部, 2)広島市立大学大学院情報科学研究科

通経済大学

3-4 東日本大震災環境下における学齢期の身体発育
評価の確立－肥痩度のトラッキング評価チャート
の構築－
○渡部琢也 1), 藤井勝紀 2), 早川健太郎 3) ／
1)会津大学短期大学部, 2) 愛知工業大学大学院経営
情報科学研究科,

3)名古屋経営短期大学

3-5 逆上がりマネジメント -逆上がり成就率の発達モ

ーシップに関する実証研究 －勤続年数と役職に

デルの提唱-

よる差異に着目して－

○田中光 1), 藤井勝紀・可兒勇樹 2) ／1)流通経

○高田亮子・岩浅巧・富樫恵美子・稲葉健太郎・

済大学, 2)愛知工業大学大学院経営情報科学研究科

中島豊・新井由美 1), 水野基樹 1) 2) ／1)順天堂

3-6 身体障害者のスポーツ活動による Quality of life

大学大学院, 2)順天堂大学

と自覚的変化について
○中島史朗 1), 加納裕久 2), 仲田好邦 3), 湯川
治敏・新井野洋一 4) ／1)愛知大学地域政策学セン
ター, 2)愛知県立大学大学院, 3)名桜大学人間健康学
部, 4)愛知大学地域政策学部

15:00～15:10

休憩（10 分）

15:10～16:40

■ セッション 4
座長：高橋雄三／広島市立大学

4-1 子どもとのコミュニケーションが高齢者に及ぼす影
響 - 生活満足度と主観的健康観の点から ○林豪紀・伊藤史・川尻亜季・大森真生・松原敦
也 1), 岩浅巧・中島豊 2）, 水野基樹 1) 2) ／1)順
天堂大学スポーツ健康科学部, 2)順天堂大学大学

院スポーツ健康科学研究科
4-2 中学・高校生の運動部活動に対する満足感・不満
足感に影響を与える要因に関する研究 - 競技
形態に注目して ○中島豊・岩浅巧・大城卓也・湊柊一郎 1), 水野
基樹 1) 2) ／1)順天堂大学大学院スポーツ健康科学
研究科, 2)順天堂大学スポーツ健康科学部

4-3 大学駅伝チームの組織開発にむけたチームビル
ディングに関する事例研究
○小野圭久 1), 水野基樹 1) 2) ／1)順天堂大学大
学院スポーツ健康科学研究科, 2)順天堂大学 スポー
ツ健康科学部

4-4 勤続年数と職務・生活満足に関する日韓比較
○朴明姫・岩浅巧 1）, 水野基樹・広沢正孝 1) 2)
／1)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科, 2)順
天堂大学スポーツ健康科学部

4-5 地域の中小規模病院に勤務する看護師の自己効
力感とチーム効力感
〇富樫恵美子・高田亮子・岩浅巧 1), 水野基樹
1) 2) ／1)順天堂大学大学院, 2)順天堂大学
4-6 中規模病院における看護師のサーバント・リーダ

16:40～17:00

事務局連絡，表彰式，閉会

