第 54 回人類働態学会全国大会のご案内
第 54 回人類働態学会全国大会は，「新時代を切り拓く―人類働態学の叡智―」を大会テーマに掲げ開催
いたします．現代社会には「第三の波」を越えて，ICT や AI 技術の発展などを背景としたデジタル化の波（第
四次産業革命・第四の波）が到来しています．このような社会構造の変化は，人々の生活働態や生活ルーチ
ンにも多様な影響を及ぼしています．今こそまさに“働態”，すなわちヒトの生活行為を環境との相互作用の中
で科学してきた“人類働態学”の叡智を結集して，新時代を切り拓いていくことが求められているのではない
でしょうか．新年号（令和）初の全国大会となる本大会では，温故知新の精神のもと新時代に向けて，人類働
態学に対する期待や今後の展望，可能性について参加者の皆様と一緒に考える“広場”を提供したいと思っ
ております．具体的には，人類働態学研究会（ヒューマン・エルゴロジー研究会）の設立時を知る先生方によ
る基調講演や，日本女子体育大学ならではのプログラムを企画しました．皆様のご参会を心から歓迎し，生
産的で開かれた議論が行われることを期待いたしております．
【大会長】
【期 日】
【会 場】
【テ ー マ】
【連絡先】

早弓 惇（日本女子体育大学 名誉教授）
令和元年 6 月 29 日（土）～30 日（日）
日本女子体育大学（東京都世田谷区北烏山 8-19-1）
新時代を切り拓く―人類働態学の叡智－
第 54 回人類働態学会全国大会 事務局
〒157-8565 東京都世田谷区北烏山 8-19-1
日本女子体育大学 芳地泰幸（芳地研究室）
e-mail; humanergology54@gmail.com Tel; 03-3300-2542（直通）

【会 費】
一般（会員・非会員）

学生

大会参加費

4,000 円

1,000 円

懇親会費

3,000 円

1,000 円

お弁当（お茶付き）

600 円/食 （30 日のみ）

【大会スケジュールの概要】
6 月 29 日（土） 大会１日目 【多目的ホール】
11：40－ 受付開始

6 月 30 日（日） 大会 2 日目 【E101 教室】
9：00－ ・研究発表（セッションⅣ）

12：30－

・ウエルカムセレモニー

10：20－

・研究発表（セッションⅤ）

・開会

11：25－

・研究発表（セッションⅥ）

13：00－

・研究発表（セッションⅠ）

12：20－

・昼食（総会）

14：20－

・研究発表（セッションⅡ）

13:30－

第 15 回共生シンポジウム・

15：25－

・研究発表（セッションⅢ）

長谷部言人没後 50 周年記念

16：30－

・基調講演

シンポジウム

18：00－

・懇親会（学生会館 2 階）

16：00－

・表彰/閉会

■29 日：基調講演
「温故知新－人類働態学の初志に学び，未来を展望する－」
話題提供： 早弓惇，小木和孝，大橋信夫
コーディネーター：水野有希（日本女子体育大学），池上徹（（公財）大原記念労働科学研究所）
■30 日：第 15 回共生シンポジウム・長谷部言人没後 50 周年記念シンポジウム
「人類働態学の展開：IT，AI 時代に向けての展望」
オーガナイザー：松村秋芳（神奈川大学），加藤麻樹（早稲田大学）

参加予定の皆様へ
＜参加申込方法＞ 事前参加申込締切・・・ 6 月 20 日（火）
学会 HP（第 54 回人類働態学会全国大会）にある「参加申込み用紙」に必要事項を記入し，大会事務局ま
でメールでお申し込みください．懇親会および 2 日目のお弁当などの参加・注文人数を事前に把握する必
要があります．参加予定の方は事前（6 月 20 日（火）まで）にお申し込みください．もし，「参加申込み用紙」
を入手できない方がいらっしゃいましたら，事務局までお問い合わせください．
※参加費等の支払いは大会当日のみとなります．
発表者の皆様へ
＜口頭発表について＞
・口頭発表時間は 1 演題 14 分（発表 10 分，質疑 3 分，交代 1 分）です．
・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．
・事務局で発表用の PC（OS ：Windows 10，ソフト：Microsoft Power Point 2016）を用意いたします．
・原則としてプレゼンテーション用ファイルを保存した USB ファイルをご持参ください．
・Mac など異種端子の PC をお持ちの方は，必ず接続アダプターをご持参ください．
・ご自身のパソコン，その他のソフト使用のご希望がある場合は各自ご用意いただくとともに，発表セッ
ション開始前に受付にお申し出ください．
・演台上にはレーザーポインタを用意します．
＜発表手順について＞
①各セッションの開始 10 分前までに，発表用ファイルを受付のパソコンにコピーしてください．
②発表者は発表セッション開始までに PC 等の動作確認を行って下さい．
③前演題の発表時には，会場前方の次演者席に着席してください．
※円滑な進行にご協力をお願いいたします．
＜英文抄録について＞
英文抄録原稿書式を HP からダウンロードし，大会当日までに英文抄録を作成してください．提出ファイル
は大会当日までに大会事務局に E-mail で送付いただくか，大会当日に受付まで USB メモリでご持参くだ
さい．ご不明な点は事務局までお問い合わせください．
宿泊
大会でホテルを確保しておりません．各自，手配くださいますようよろしくお願いいたします．
※会場へのアクセスには，新宿および吉祥寺のホテルが便利です．
なお，大学構内にある日本女子体育大学「日本女子体育研修会館」にも宿泊が可能（素泊まり・門限あり・
要予約）です．詳細は個別に下記までお問い合わせ，お申込みください．
■日本女子体育研修会館 （Tel& Fax; 03-3309-1258） www.jwcpe.ac.jp/shoutokukai/kensyukaikan.html
交通・アクセス
京王線「千歳烏山駅」および JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」が最寄り駅になります．
※大学構内に駐車場はございません（会場へは公共交通機関をご利用ください）

吉 02

京王線「千歳烏山駅」から ※京王線の特急は停車しませんのでご注意ください
•小田急バス（所要時間約 7 分）
吉 02：「千歳烏山駅北口」より「吉祥寺駅」行きに乗車し，「日本女子体育大学前」下車．
•徒歩（所要時間約 20 分）

JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」から ※小田急バス（所要時間約 25 分）
吉 02：「吉祥寺駅」2 番のりばより「千歳烏山駅北口」行きに乗車し，「日本女子体育大学前」下車．

会場 MAP

休憩室
懇親会

正門

大会1日目（29日）
多目的ホール
大会２日目（30日）
E101教室

【大会 1 日目（29 日）】
会場：総合体育館・多目的ホール
休憩室・懇親会：学生会館 2 階
【大会 2 日目（30 日）】
会場：本館 1 階・E101 教室
休憩室：本館 1 階ホール

休憩室・食事
休憩・食事には，休憩室をご利用下さい．両日とも学生食堂および売店は営業しておりません．
昼食は事前にお弁当を申し込まれるか，会場周辺のコンビニエンスストア，飲食店をご利用下さい．

第 54 回人類働態学会全国大会プログラム
全体プログラム
6 月 29 日
（土）

11：40－

午

前
受付開始

昼

6 月 30 日
（日）

8：30－
9：00－10：10
10：20－11：15
11：25－12：20

受付開始
セッションⅣ
セッションⅤ
セッションⅥ

12：20～13：30
昼食（総会）

午
12：30－13：00
13：00－14：10
14：20－15：15
15：25－16：20
16：30－17：50
13:30－15：50
16：00－16：15

後
セレモニー/開会
セッションⅠ
セッションⅡ
セッションⅢ
基調講演
シンポジウム
表彰/閉会

夜
懇親会
18：00～20：00

全国大会 1 日目 6 月 29 日(土)
日本女子体育大学 総合体育館・多目的ホール
11：40～受付開始
12：30～13：00 ■ウエルカムセレモニー
/開会 大会長 早弓 惇
13：00～14：10 ■セッションⅠ
座長：水戸和幸（電気通信大学）
1-1. 東京都 23 区の公立小学校敷地内における自
然空間の利用に関する研究
○仕田原奈穂 1)，下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ
科学研究室，2)東京農工大学大学院農学研
究院
1-2. 函館市の観光資源改善に向けたフィールド研
究の実践－函館空港の満足度を高める良好
事例の収集－
○宮中翼 1)，杉山仁里 1)，上野七海 1)，杉浦
豪 1)，重橋美月 1)，草川芽衣 1)，山本亜季 1)，
甲斐素子 2)，山田泰行 1)，2) /1)順天堂大学，
2)順天堂大学大学院
1-3. 函館市の観光資源改善に向けたフィールド研
究の実践－五稜郭公園の満足度を高める良
好事例の収集－
○飯泉創 1)，加賀谷槙 1)，坪沼将太郎 1)，山
田愛佳 1)，立石爽馬 1)，渡邉友輔 1)，杉本里
南 1)，甲斐素子 2)，山田泰行 1)，2) /1)順天堂
大学，2)順天堂大学大学院
1-4. 車いす装着ドライブレコーダー映像で判った鎌
倉の道の現状と課題：鶴岡八幡宮から岐れ路
方面（鎌倉宮，瑞泉寺へ）
○堀野定雄，小木和孝，千一，佐伯英敏
/鎌倉バリアフリー研究会

1-5. 多様な言語理解が他者理解と共感をつなぐ－
国を超えて分かり合うということ－
山﨑智恵，○高田亮子/富山福祉短期大学
14：20～15：15 ■セッションⅡ
座長：高橋雄三（広島市立大学大学院）
2-1. 足部によるポインティング操作時の体性感覚版
ホロプターに関する検討
小早川真穂 1)，○岡田明 2)，永井正太郎 2)，
山下久仁子 3) /1)大阪市立大学生活科学部，
2)大阪市立大学大学院生活科学研究科，3)大
阪市立大学研究支援課
2-2. 知覚される仮現運動の運動方向が対象の長さ
の知覚精度に及ぼす影響
○高橋雄三/広島市立大学大学院
2-3. 足部形状変化の簡易評価の試み
○竹内京子 1，2)，鶴智大 3)，松村秋芳 4)，丸
山貴之 5)，徳井亜加根 5)，菊原伸郎 6)，樋口
毅史 7) /1) 東京医科大学人体構造学分野，2)
健康教育学研究所，3) 防衛医科大学校，4)
神奈川大学，5) 国立障害者リハビリテーション
センター・学院，6) 埼玉大学教育学部，7)日
本体育大学保健医療学部
2-4. 高齢者が自転車利用時に発生した交通法令
違反事故の男女差
○谷田貝一男/日本自転車普及協会
15：25～16：20 ■セッションⅢ
座長：下田政博（東京農工大学大学院）
3-1. 学校教員の身体活動量，仕事時間，及び健康
状態に関する調査
○高崎裕治/秋田大学教育文化学部

3-2. ダイバーシティインクルーシブに向けた早期教
育への示唆
○高田亮子 1)，山崎智恵 1)，鈴木晶子 2)
/1) 富山福祉短期大学，2)東京工科大学
3-3. 精神的健康に影響を及ぼす社会経済およびラ
イフスタイルに関するリスクファクターの特定：
日本家計パネル調査(JHPS)を用いて
○長須美和子 1，2)，小木和孝 2) ，山本勲 1)
/1) 慶應義塾大学，2) (公財)大原記念労働科
学研究所
3-4. 大学生の身体活動から考察するコミュニケーシ
ョンスキルと不安感情における研究
○江川潤 1，2)，芳地泰幸 3)，岩浅巧 4)，富樫
恵美子 5)，稲葉健太郎 2)，水野基樹 4)
/1)神田外語大学，2)順天堂大学大学院，3)日
本女子体育大学，4)順天堂大学，5)千葉県立
保健医療大学

16：30～17：50 ■基調講演
「温故知新－人類働態学会の初志に学び，未来を
展望する－」
話題提供：早弓惇，小木和孝，大橋信夫
コーディネーター：水野有希１)，池上徹 2) /1)日本
女子体育大学，2)，(公財)大原記念労働科学研究
所
18：00～20：00 ■懇親会
日本女子体育大学 学生会館 2 階

全国大会 2 日目 6 月 30 日(日)
日本女子体育大学 本館 1 階・E101 教室
8：30～受付開始
9：00～10：10 ■セッションⅣ
座長：高野修（サレジオ工業高等専門学校）
4-1. プロ野球における社会戦略に関する研究－読
売巨人軍の戦略的 CSR の視点から－
○山越拓也 1)，芳地泰幸 2)，水野基樹 3)
/1) 株式会社タナベ経営，2)日本女子体育大
学，3) 順天堂大学
4-2. スポーツを通じた大学と地域の連携－聖カタリ
ナ大学と北条地区の活性化に向けて－
○大城卓也，稲田俊治 /聖カタリナ大学
4-3. J リーグ得点発生率の分布 -2018WC での日
本代表の戦いを思う○大箸純也，袋将大/近畿大学産業理工学部
4-4. 都心部施設内休憩場所の緑地景観特性が心
理的評価に及ぼす影響
見原魁人 1)，○下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府，2)東京農工
大学大学院農学研究院
4-5. 都心部施設内休憩場所の緑地景観特性と生
理的変化の関連性
○加知大靖 1)，菅原衣織 1)，石黒貴幸 1)，岩
見智志 1)，桝永理気 1)，福本寛之 2)，下田政
博 2) /1) 東京農工大学農学部健康アメニティ
科学研究室，2) 東京農工大学大学院農学研
究院

10：20～11：15 ■セッションⅤ
座長：竹内由利子（(公財)大原記念労働科学研究所）
5-1. 職種の特性に応じて参加型職場環境改善を効
果的に実践する段取り
○長須美和子 1，2)， 佐野友美 2)，小木和孝
2) ，吉川徹 3) /1) 慶應義塾大学，2) (公財)大
原記念労働科学研究所，3) 独立行政法人労
働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
5-2. 外食産業における参加型職場環境改善に有
効なツールの開発
○佐野友美，松田文子，小木和孝 /(公財)大
原記念労働科学研究所
5-3. 病棟に勤務する看護師の職務満足とチームワ
ークに関する一考察－看護師の職業的成長発
達段階からのアプローチ－
○富樫恵美子 1)，岩浅巧 2)，林英範 3)，芳地
泰幸 4)，山田泰行 2)，岡田綾 5)，水野有希 4)，
水野基樹 2) /1)千葉県立保健医療大学，2)順
天堂大学，3)順天堂大学医学部附属順天堂
越谷病院，4)日本女子体育大学，5)順天堂大
学医学部附属練馬病院
5-4. 学校現場における特別支援教育コーディネー
ターに関する実証的研究
○杉浦貴紀 1)，岩浅巧 2)，渡邉貴裕 2)，水野
基樹 2) / 1)順天堂大学大学院，2)順天堂大学

11：25～12：20 ■セッションⅥ
座長：中山貴太（小田原短期大学）
6-1. 大学生を対象とした小型植物設置による生理
的・心理的効果に関する研究
○井川なつみ 1)，下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ
科学研究室，2)東京農工大学大学院農学研
究院
6-2. 大学生の専攻分野が障害者に対する意識に
及ぼす影響
○中島史朗 1)，二宮康輔 2)，新井野洋一 3)
/1)愛知大学地域政策学センター，2)岐阜プラ
スチック工業株式会社，3)愛知大学地域政策
学部
6-3. 大学野球チームにおける学生コーチの役割に
関する予備的研究
○菅野航也 1)，岩浅巧 2)，芳地泰幸 3)，水野
基樹 2) /1)順天堂大学大学院，2)順天堂大学，
3)日本女子体育大学
6-4. 大学運動部活動における選手のレディネスと
指導者のリーダーシップに関する研究―SL 理
論に基づく検討―
○高鷹達 1)，水野基樹 2) /1)株式会社ディス
コ，2)順天堂大学

13：30～15：50 ■第 15 回共生シンポジウム
・長谷部言人没後 50 年記念シンポジウム
「人類働態学の展開：IT，AI 時代へ向けての展望」
オーガナイザー：松村秋芳 1)，加藤麻樹 2)
/1)神奈川大学，2)早稲田大学
＜プログラム＞
１．趣旨説明、人類学の視点から
松村秋芳（神奈川大学）
２．労働科学の視点から
小木和孝（労働科学研究所）
３．生活科学の視点から
富田 守（お茶の水女子大学）
４．人間工学の視点から
岡田 明（大阪市立大学）
５．スポーツ科学の視点から
田中秀幸（東京農工大学）
６．AI 時代の人類働態学
加藤麻樹（早稲田大学）
7．総合討論
コメンテーター：
岡田守彦，岸田孝弥，早弓惇
真家和生，水野基樹
司会：松村秋芳・加藤麻樹

12：20～13：30 ■昼食（会員総会）

16：00～16：15 ■表彰・閉会

－第 54 回人類働態学会全国大会を応援します！－
■(有)大国屋

■（株）Ark（アーク）

■学校法人二階堂学園 日本女子体育大学

（協賛いただいた企業・団体一覧※順不同）

