人類働態学会第 48 回東日本地方会のご案内

人類働態学会第 48 回東日本地方会のご案内
人類働態学会第 48 回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：2019 年 11 月 10 日（日）

発表に関して

会場：電気通信大学 創立 80 周年記念会館 3 階

u

（東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1）

発表時間は 14 分、質疑応答 5 分、入替 1 分の
計 20 分です。

u

http://www.uec.ac.jp/about/profile/access/
大会長，事務局：水戸和幸（電気通信大学）

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。

u

Tel: 042-443-5554
E-mail: east-hes@human.inf.uec.ac.jp

プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）対
応となっています。

u

参加費（当日支払いのみ）：

発表用 PC は発表者各位でご用意頂くか、事務

会員：1,000 円

局で準備した PC（OS は Windows 10 、プレゼン

非会員：2,000 円

ソフトは Microsoft Power Point 2013）をご利用下

学生： 無料

さい。発表者は発表前のセッション開始までに PC
等の動作確認を行って下さい。

大会の時間構成
9:30～ 10:20

休憩・昼食

受付

休憩・食事には、会場をご利用下さい。なお、今回は

10:20～10:30

開会の挨拶

お弁当の予約受付を行っておりません。会場周辺のコ

10:30～12:10

一般発表・セッション 1

ンビニエンスストア、飲食店をご利用下さい。

12:10～13:40

昼食／理事会

13:40～15:20

一般発表・セッション 2

アクセスについて

15:20～15:40

事務局連絡，表彰式，閉会

u

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）

u

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。
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人類働態学会第 48 回東日本地方会のご案内

周辺地図および構内案内図
会場の建物は「東地区」にございます。

3 階フォーラム

2

人類働態学会第 48 回東日本地方会のご案内

人類働態学会第 48 回東日本地方会プログラム
9:30～10:20

■ 受付

13:40～15:20

■ セッション 2
座長：髙橋 雄三 ／広島市立大学

10:20～10:30

■ 開会・大会長挨拶

10:30～12:10

■ セッション 1

○鰐部 大貴１），海老根 菜々子１），加藤 天音

座長：水戸和幸 ／電気通信大学

１），佐々木 雄也１），吉田 圭吾１），菅野 航也

2-1 スポーツ観戦意欲に関する研究

1-1 マトリクス表面筋電図による運動単位活動の空

２），杉浦 貴紀２），水野 基樹１）２） ／1) 順天堂

間分布に関する研究

大学スポーツ健康科学部，2)順天堂大学大学院スポー

○細井 駿平，白井 礼，水野 統太，板倉 直明，

ツ健康科学研究科

水戸 和幸 ／電気通信大学情報理工学研究科

2-2 公立小学校教員のインクルーシブ体育授業にお

1-2 ワイヤレス式足底圧センサーを用いた歩行分析

ける教員の態度に関する研究

システムの開発

○杉浦 貴紀 1)，渡邉 貴裕 1)2)，岩浅 巧 2），

○河内 仁志 1)，渡部 祥輝 1)2)，水野 統太 1)，

水野 基樹 1) 2) ／1)順天堂大学大学院スポーツ健

板倉 直明 1)，水戸 和幸 1) ／1)電気通信大学情

康科学研究科, 2)順天堂大学スポーツ健康科学部

報理工学研究科，2)東京工科大学保健医療学部

2-3 Mintzberg 理論を用いた大学野球部の学生コーチ

1-3 免許返納高齢者の移動における自転車活用の

に関するナラティブ分析

あり方

○菅野 航也 1)，岩浅 巧 2），芳地 泰幸 3），

○御子柴 慶治 1)，内海 潤 2)，楠田 悦子 3)，

水野 基樹１）2） ／1)順天堂大学大学院，2）順天堂

鴇田 修一 4)，三石 茂樹 5) ／1)日本自転車文化

大学，3)日本女子体育大学

協会, 2)ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会, 3)モビリ

2-4 大学生アスリートにおける学内健康管理施設の

ティジャーナリスト

利用を阻害・促進する要因

1-4 独立成分分析を用いた重心動揺に含まれる視覚

○中村 美幸 1)2)，川田 裕次郎 3)，山口 慎史

性立ち直り反射成分抽出の試み

2)，広沢 正孝 1) 3)，柴田 展人 1) 2) 3) ／1)順

○髙橋 雄三 ／広島市立大学大学院情報科学研

天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科, 2)順天堂

究科

大学 スポーツ健康医科学研究所

2-5 精神科看護師の就業継続意向と職務満足の関
1-5 ラグビーチームの組織変革におけるコア・バリュ

連性

ーとメンバーの相互作用

○林 英範１）, 岩浅 巧 1)2), 新井 由美 1),

○庄司 直人 1)，水野 基樹 2) ／1)朝日大学 保

杉浦 貴則 1), 吉岡 貴美代 3), 會田 秀子 4),

健医療学部，2)順天堂大学 スポーツ健康科学部

水野 基樹 1),2) ／1)順天堂大学スポーツ健康科学
研究科，2)順天堂大学スポーツ健康科学部，3)首都医

12:10～13:40

校，4)順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

昼食 ・
理事会（創立 80 周年記念会館 2 階）

15:20～15:40
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事務局連絡，表彰式，閉会

