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概要
スポーツ社会学研究 第２２巻第１号（２０１４）/日本スポーツ社会学会（社会・時事・政治・行
政）の最新情報・紙の本の購入は

2018年1月12日 . 【18001639】 Bassani ラジアルスイーパー 本体 クローム ヒートシールド クローム
2014年以降スポーツスター(但しXL1200C/A/Bは除く) ◇ハーレー◇ マジック式 Top RIDEA.
男性保育者による「保育者」定義のシークエンス, 単著, 2004, 『家族社会学研究』第16号(1)日
本家族社会学会:41-51. 女性保育者のライフコース, 単著, 2003, 『社会学論集』第10号 奈良女
子大学社会学研究会:103-125. 「男性保育者」言説の変遷, 単著, 2003, 『家族関係学』第22
号 日本家政学会家族関係学部会:82-91. 「男性保育者」の.
研究分野 社会学、特に数理・計量社会学 学位 博士（ 社会学 ） 主な業績 ○石田淳，2009b，

「ファジィセット質的比較分析の応用可能性――fsQCAによる人間開発指数の再構成」『理論と .
大阪経済大学における発達相談サービスの試み～タビストック・クリニックアンダー5カウンセリングサー
ビスをモデルに～」 大阪経大論集 第63巻 第6号、2013.
上智大学教育社会学研究会の記録. 《1991年度》 第1回5月22日(水)報告者：大野道夫氏(流
通経済大学非常勤)テーマ：「青年の意義申し立て」に関する仮説の事例研究『社会学評論』第
41巻第3号第2回9月10日(火)報告者：越智康詞氏(東京大学大学院)テーマ：戦後中等教育の
構造変化と学歴主義『東京大学教育学部紀要』30巻第3回10月23.
総合学術電子ジャーナルサイト「J-STAGE」－国内で発行された学術論文全文を読むことのでき
る、日本最大級の総合電子ジャーナルプラットフォームです。
1）Language Awareness in the Conversation Class大阪国際大学『国際研究論叢』 第16巻第3
号、平成15年2月刊行予定２）Teacher Class Management and Student .. 新卒採用者と中途採
用者の組織社会化と革新行動―組織内・組織間移動に着眼した実証分析―」(西村知晃・鴻
巣忠司との共著)，『神戸大学大学院経営学研究科.
運動疫学研究，第19巻第1号，12-23，2017年（平成29）年3月（*連絡責任者） Kikuko Hata .
中村彩希，稲山貴代*，秦 希久子，松下宗洋，高橋将記，原田和弘，荒尾 孝：成人における
ヘルスリテラシーと野菜摂取行動および社会経済的地位との関連．日本健康支援学会 . 日本健
康教育学会誌，第22巻第4号，285-296，2014（*連絡責任者）
【論文】 2016年3月 災害と日本人の精神性 単著 現代社会研究 第２号; 【論文】 2016年3月 カ
ンボジアにおける製造業の現状と課題 共著 ＮＧＯ活動研究 14巻1号; 【論文】 2015年4月 スポー
ツとボランティア 単著 身体運動文化研究 第20巻1号; 【論文】 2015年3月 武士道にみる社会貢
献の思想 単著 ＮＧＯ活動研究 第12・13合巻１号; 【論文】.
. 評価、常葉大学健康プロデュース雑誌第8巻第1号、2014年3月; 山田雅敏、学科ホームページ
に関する評価尺度の再開発並びに因子分析、浜松大学健康プロデュース雑誌第6巻第1号
pp.59-65、2012年3月; 山田雅敏・砂子岳彦、学科ホームページに関する評価尺度の開発と因子
分析、浜松大学研究論集第23巻第2号pp.119-127、2010年12.
2015年2月9日 . スポーツ頻度・派生費用の年齢・時代・世代効果の分離，日本スポーツ産業学
会第23回大会号，15-16，（日本スポーツ産業学会，一橋大学，2014/7/19） ・ 日本人の . 日本
人の体力・運動能力の変化に対するコウホート分析, 「体育社会学専門分科会発表論文集」,
36-41. （日本体育 . スポーツ産業学研究, 第16巻第1号, 25-42.
海老田 大五朗（えびた だいごろう）. 研究テーマ. 一般的な説明. （１）柔道整復師と患者の相互
行為分析（２）障害者の一般就労支援（３）スポーツにおける秩序 . （３）スポーツ選手たちは何ら
かの予期に基づいて競技に参与します。さてこうした予期は . 触診における柔道整復師と患者の相
互行為分析」『保健医療社会学論集』第22巻1号.pp.82-94.
ライフスキル、問題解決能力、社会性等の育成に関わる学校内外の文献を紹介する。 健康保
健. 公衆衛生、健康保持増進等、主に健康や保健に関わる文献を紹介する。 ジェンダー差の是
正や、エンパワメント等、ジェンダーに関わる文献を紹介する。 社会開発. コミュニティーエンパワメント
や信頼醸成等、社会開発に関わる文献を紹介する。 HIV.
我々教員は、その指導とお手伝いをします。そして、自分の頭で考え、自力で人生を歩むことのでき
る一人前の社会人になってください。 . 1980年4月から 帝京大学に勤務 経済学部・経済学科 に
所属 2014年4月 文学部・社会学科 に移籍 . 1990年12月26日 | 『帝京経済学研究』 第24巻第
1号. 学術論文 単著. 「シュムペーター「帝国主義の社会.
2017年11月28日 . 流通科学大学研究者情報。人間社会学部講師。専門はスポーツマネジメン
ト、スポーツマーケティング。 . 項目, 学術論文. 発行年月, 2015年5月. タイトル, スポーツイベントに
おけるスポンサーフィット: 先行研究の検討. 単共著, 単著. 発行所・発表雑誌等, スポーツマネジメ
ント研究第7巻第1号. ページ, 3-22.
. がある総合大学。外国語学部、経営学部、人間学部、保健医療技術学部のほか、大学院も
あり、留学、資格取得、就職に強い大学です。 . 本学総合研究所発行の紀要をＰＤＦファイル形
式にて公開しております。 toshokan_line.gif. □ 文京学院大学 外国語学部 文京学院短期大学

紀要 （※ 第14号より 『文京学院大学外国語学部紀要』に改題）.
戦前日本のスポーツ外交と日米親善－1933年から1937年までのアメリカンフットボールを事例として
－」『スポーツ社会学研究』第23巻第1号、2015年3月、日本スポーツ社会学会、63-80頁・「日本
へのアメリカンフットボール . 日系二世留学生とアメリカンフットボール」日本スポーツ社会学会第23
回大会、2014年3月22日、北海道大学【学会活動】

View in Japanese View in English · jjsss. ONLINE ISSN: 2185-8691 PRINT ISSN: 0919-2751.
2017年11月15日現在 収録数: 245記事. 記事; 巻号頁; DOI. 詳細検索. 巻 号 頁 詳細検索 ·
詳細検索. 閲覧する; 発行機関 . スポーツ社会学研究 Vol. 9(2001). ヨーロツパのサッカー社会学.
ムーアハウス H.F., 岡田 桂. 公開日: 2011年05月30日.
渡 正計量的アプローチからみたスポーツ社会学の質的研究の未来 海老原 修 書評石原 豊一著
『ベースボール労働移民 ―メジャーリーグから「野球不毛の地」まで―』 小丸 超藤田紀昭著『障
害者スポーツの環境と可能性』 尾崎 正峰結城和香子著『オリンピックの光と影：東京招致の勝利
とスポーツの力』 桝本 直文. 第22巻 第1号（2014年）.
【学部】 社会学専門ゼミ４、社会学専門ゼミ２、社会調査実習2、社会調査実習2、ジェンダーの
社会学、卒業論文、現代社会と人権、社会学専門ゼミ３、社会学専門ゼミ１、社会調査実習1、
社会調査実習1、家族社会学、卒業論文. 【大学院】 社会学研究指導演習2、社会学専門演
習A2、ジェンダー研究A2、社会学特別演習2、社会学研究指導演習1、.
修士課程: 比較社会学、地域社会学、産業社会学、スポーツ社会学の理論を基礎とし、グロー
バル社会に関して、広い視野に立った高度な専門知識・技術を有し社会に .. 日本の「地方の若
者」を取り巻く諸問題について、フィールドワークを基礎とした社会学的な研究をしている。2014年
度以降は、公益財団マツダ財団の事業に関わり、広島県内の２.
2017年5月31日 . 2004年. 秩父宮記念スポーツ医・科学賞 奨励賞 ：スポーツの振興に関する社
会学的研究グループ（代表 佐伯年詩雄）メンバーとして . 「19世紀末-20世紀初頭のイギリスにお
ける柔術ブーム： 社会ダーウィニズム、身体文化メディアの隆盛と帝国的身体」. 岡田桂. スポーツ .
岡田桂. 同志社総合政策科学研究 1巻(1号) 1999年.
山梨学院大学の教員、笠野 英弘のプロフィールページです。プロフィールや研究や教育のビジョン、
また主な業績・実績等を掲載しています。
. 教育社会学研究』第94巻，259-280。 ☆, 内田良，2014，「学校における柔道事故の現状と論
点整理」『日本臨床スポーツ医学会誌』第22巻，2号，255-257。 .. 内田良，2002，「『状況の定
義』に関する臨床社会学的再検討」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要』 第49巻
第1号，47-57頁。 ○, 内田良，2002，「スティグマの感情―相互.
《特集 スポーツと社会、スポーツと国家》. スポーツの社会学. ―輸入スポーツと伝統スポーツをめ
ぐって―. 井上 俊. 近代社会とスポーツ. 現在私たちが楽しんでいるスポーツの多くは、野球にせよ
サッカー. にせよテニス . IOC（国際オリンピック委員会）の記録によれば、第１回アテネ大 . と共催で
あったが、22カ国から2,000人を超える選手が参加し、盛.
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科. Graduate School of Health and Sports Science,.
Juntendo University. 13. 順天堂スポーツ健康科学研究 第 6 巻第 1 号（通巻66号），13～16
(2014). 〈報 告〉. 恋愛感情と競技成績の予期との関連. 松本 一輝 ・山岸 明子 . The

relationship between romantic feelings and estimate of sports.
社会的活動, 地方議員比較サイトの運営、サロン2002（スポーツのNPO）. 教育・研究内容 . 研
究内容 特定の政策を実行あるいは分析するためのデータをSNAベースでサテライト勘定として作
成する（社会会計行列）。 モデルは静 . 静岡県における漁業管理, 2014年6月, 静岡産業大学経
営学部研究紀要 環境と経営 第20巻第1号. 内水面漁業の.
Z71-B652 (通号: 1) 1998～ OPAC. 水温の研究.（東京 : 水温調査会事務局. ）Z15-164 1 (1)
1957.02～4 (3) 1960.11 ; 22 (6) 1979.03～26 (6) 1983.03 OPAC ... スポーツ歯学.（東京 : 日本
スポーツ歯科医学会, 1998-）Z74-B337 19(1):2015.8- OPAC RSS. スポーツ社会学研究 / 日本ス
ポーツ社会学会 編.（東京 : 日本スポーツ社会学会.
最終学歴, 東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程特別支援教育専攻修了. 学位, 修

士(教育学). 専門分野, 特別支援教育／特別ニーズ教育／発達障害. 所属学会, 日本 . (共
著・査読有)発達障害等の発達困難をかかえ特別な配慮を要する非行少年の実態と支援の課
題―全国少年鑑別所職員調査から―, 『SNEジャーナル』第22巻1号、日本.
権力、政治とオリンピックー2010年バンクーバー大会およびその他の事例から ピーター・ドネリー著、
山下高行、熊澤拓也（共訳） 日本スポーツ社会学会編『スポーツ社会学研究』 23巻/ 第2号, 322 2015/10.
' 場'
'
'
山下 高行 Korean

Sociological Review Vol.6 pp.1-23 2015/01 2093-.
国際社会学科. 氏名. 新美 尚行. Niimi Naoyuki. 職名. 特任助教. E-mail niimi@cb.kiu.ac.jp.
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ. □ 学歴・取得学位. 2010(平成 22)年 3 月. 大分大学教育福祉科学部人間福祉科
学課程心理・健康 . 学 部：健康科学、スポーツ実技、スポーツ社会学、コーチング論、バレー . 福
祉科学部研究紀要第 35 巻第 1 号,pp.57-72,査読無.
研究助成. 研究実績. 本研究助成を受けて実施された研究について、採択研究者による学会発
表等の実績を一部ご紹介します。 2017年; 2016年; 2015年; 2014年; 2013年; 2011-12年. 11月 ..
日本スポーツ社会学会 第26回大会 ［口頭発表］. 発表テーマ ：: カンボジア王国における小学校
「運動会」をめぐる教育省行政官の認識枠組み. 1月.
企業の競争優位性と社会制度―1970年代の自動車排出ガス規制プロセスの分析を通して―」
『明海大学経済学部論集』第20巻第2号，2010年，単著 . 社長交代と外部出身取締役 －
Semiparametric推定による分析－」（2004年，阿部先生と共著，『経済研究』第55巻，第1号） ..
公認会計士の使命と内部監査」（2013年、『現代監査』第22号）
学術論文, 地域社会におけるスポーツ実践とソーシャル・キャピタルの可能性 －－社会関係資本
研究論集 第1号 1－－, 2010/03. 12. その他, 日本におけるスポーツ産業の経営動向と経営戦略
の実態に関する調査研究 －－日本大学経済学部産業経営研究所 33／1－－, 2010/03. 13.
その他, 「体育演習」の授業効果に関する調査研究 〜体育.
日本女子体育大学紀要第40巻；67－74．2010． （その他資料）. １．保健主事に関する状況調
査報告書．公益財団法人日本学校保健会．2014年3月． ２．小野里真弓：群馬ダイヤモンドペ
ガサス2010シーズン観戦者調査に関する報告．上武大学ビジネス情報学部紀要第10巻第1
号．2011． 主な著作・論文. ・2011年11月～現在 群馬県スポーツ.
小泉祥一「教育課程・カリキュラムの経営研究」日本教育方法学会編『教育方法学研究ハンド
ブック』学文社、2014、pp.138-141。 ・小泉祥一(共編著)日本教育方法 . 小泉祥一「教育課程
編成の新しい取り組み－経営的発想に立つ教育課程編成－」『教育展望』第57巻第1号、教育
調査研究所、2011、pp.18-23。 ・小泉祥一「新教育課程に対応.
スポーツ社会学研究」 第22巻1号（2014）. 発行 日本スポーツ社会学会 発売 創文企画 定価
（本体1800円＋税） Ｂ5版 本文112ページ. ISBN978-4-86413-050-9 C3075. 【内容目次】. □ 特
集：「体罰」問題を考える. 特集のねらい／石坂友司; 近代の学校教育制度と暴力 ―「体罰」と
「いじめ」を中心に―／加野芳正; 日本スポーツ界における暴力.
専門分野: スポーツ教育学体育科教育学スポーツ倫理学スポーツ史. 学位: 博士（スポーツ健康
. 戦後体育実践論 第１巻 民主体育の探究』分担執筆：運動部の活動．創文企画．1997． ・
『スポーツ . 科教育学研究，32(2)：1-18． ・梅垣明美ほか(2014) 前近代におけるフェアプレイの検
討：N．エリアスのフィギュレーションの視点を手がかりとして．
2015年3月11日 . 月. 21．心理学のための実験マニュアル（分担執筆 第 3 部Ⅴ SAS の利用法
pp.246−256）北大路書房 1993. 年 4 月. 22．チャートで知る社会心理学 福村出版 1994 年 10
月. 23．新・くらしの社会心理 .. 対人関係における「甘え」の実証的研究（藤原武弘 黒川正流）
実験社会心理学研究 第 21 巻第 1. 号 53−62 1981 年 8 月.
主な授業科目. 基盤：スポーツトレーニング論学部：運動学、運動発達論、陸上競技、初等体育
科教育法、中等保健体育科教育法大学院：運動学特論、保健体育科教材論、保健体育科
教授・学習過程論、授業研究 . 中学生における短距離走の速度低下に関する動作要因（日本
陸上競技学会「陸上競技学会誌」第12巻第1号、2014年、pp. 11-20）
タイ深南部のムスリムの変容－教育的拝啓の異なるムスリムの「グルセ・モスク事件」および「タクバ

イ事件】に対する態度と価値観についての考察（査読付） /早稲田大学人間科学学術院『人間
科学研究』第19巻第1号 47～54頁/単著/2006.04. タイ深南部における教育機関の変遷と社会
的役割の多様化（査読付） /早稲田大学人間科学学術院『人間.
学歴, 京都産業大学法学部法律学科卒業 京都産業大学大学院法学研究科博士前期課程
修了（法律学修士） . 結果から」体育・スポーツ科学研究第13号7-14頁（2013年）; 「スポーツにお
けるルールの根拠に関する一考察：ルールの妥当性の根拠を導く解釈的アプローチ」体育・スポーツ
哲学研究第34巻第1号37-51頁（2012年）; 「スポーツ競技者.
冬のソナタに見られる「社会」と「個」の相克 単著/花伝社/2014年; ・黒人研究の世界 共著/青磁
書房/2004年. 兼本 敏 教授, 中国語学・語学教育（e-Learning）, 言語とメディア. ・『英琉辞書』
にみる助数詞と量詞について 沖縄国際大学日本語日本文学研究 第19巻第1号 （論文）単著/
沖縄国際大学日本語日本文学研究/2014年; ・「教本としての『拾.
日本体育大学大学院体育学研究科社会体育学コース修了(体育学修士) . １９９０年４月より
日本体育大学 体育学部 レクリエーション(現生涯スポーツ)学研究室 助手・講師 . 第２回INASFID( 国際知的障害者スポーツ連盟)グローバル競技大会日本選手団副団長(チェコ・リベル
ツ)2009; INAS-FID 知的障害者第１回アルペン・第３回ノルディック.
２１世紀のスポーツ社会学/日本スポーツ社会学会（スポーツ） - ２０１１年６月開催の「日本スポー
ツ社会学会第２０回記念大会」の基調講演、基調シンポジウム登壇者等による論考を収録。海
外招聘研究者ドミニク・マ.紙の本の購入はhontoで。 . スポーツ社会学研究 第２５巻第１号（２０
１７）. 専門書. スポーツ社会学研究 第２５巻第１号（.
スポーツ社会学研究（第22巻第1号） - 日本スポーツ社会学会 - 本の購入は楽天ブックスで。全
品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
スポーツ実技科目受講生のライフスキルと運動動機づけの関係に関する縦断的検討. ― 1 ―. 総
合文化研究第 22 巻第 3 号（2017.3）. 目次. 1 問題と目的. 2 方法. 3 結果. 4 考察. 5 結論. 6
今後の課題と展望. 要旨. 本研究は，本学部のスポーツ実技科目の受講生を対象にライフスキル
獲得と運動動機づ. けの関係を明らかにするため，大学生 311.
学校法人東海大学 地域創造学科の植田 俊です. . スポーツ社会学; 地域スポーツ論; まちづく
り・コミュニティ形成論 . 社会関係の再編におけるスポーツに関する研究：愛知県豊田市保美団地
におけるフットサルコートの設立と利用をめぐって」『SSFスポーツ政策研究（2013年度笹川スポーツ
財団研究助成 研究成果報告書）』第3巻1号：134-141頁．
. スポーツ教育研究第10巻第1号, 16-18, 2009年3月. 平成18年度福岡市市民スポーツ実態調
査, 共著, 福岡市市民局スポーツ部, 2007年6月. 論文, 少年期スポーツにおけるクラブと学校運
動部の関係性に関する社会学的研究 –Ｊユースクラブと高校サッカー部の意識形成の比較より-,
単著, 九州保健福祉大学研究紀要 №15, 13-22, 2014年3月.
ランニング学研究』 第25巻 第2号 P17-23 （2014年10月） 塩瀬圭佑，山田陽介，上野誠也，青
柳遼，飛奈卓郎，三好伸幸，桧垣靖樹，清永明，田中宏暁 共著; 「運動前の .. 飛奈卓郎, 阿
部征次, 綾部誠也, 田中宏暁, 飯野妙子, 木曽良信 共著; 「骨格筋機能と生活習慣病」 『九州
体育・スポーツ学研究』 第22巻 第1号 P1-6 （2007年04月） 西田.
開発と平和のためのスポーツ」に関する課題整理：スポーツ・フォー・トゥモローの実現に向けて, 運動
とスポーツの科学, 22巻, 1号, pp.1-pp.7, 201612; 運動部主将の . リサーチ型実習の効果に関する
事例的検討―保健体育科実習生の授業についての知識と教授方法の変容に着目して― , 学
校教育実践学研究, 20巻, pp.103-pp.108, 2014,03.
経歴, NPO法人加古川総合スポーツクラブ クラブビジョン策定委員会 委員（2014年1月～2016年
3月） ・神戸大学発達科学部人間発達科学科 卒業（2003 学士 発達科学） ・履正社医療ス
ポーツ専門学校 非常勤講師（2007～2016 スポーツ社会学） ・神戸大学大学院人間発達環境
学研究科博士課程前期課程 修了（2009 修士 学術） ・明石市立.
スポーツ教育学研究，第13巻第1号，45-54，1993年 ◇体育の学習集団に関する実践研究：集
団形成過程重視の試み． . スポーツ教育学研究，第22巻第1号，29-38，2002年 ◇スポーツ文
化の創造能力を育てる体育授業． . 体育の科学，第64巻第4号，2014年 ◇スポーツにおける暴

力根絶に向けて：私の「スポーツ倫理学ノート｣断簡から．
飲酒類型危険運転致死傷罪の基本構造と推論過程―小樽ひき逃げ事件控訴審判決を契機と
して―」札幌法学第27巻1・2合併号(2016年3月）. ・「逮捕・監禁罪における自由剥奪の認識」
札幌法学第25巻2号（2014年3月）. ・「犯罪被害者の社会参加：総論－何が問われることになる
のか－」被害者学研究第22号（2012年3月）（単著）. ・「刑事訴訟.
戦前日本のスポーツ外交と日米親善－1933年から1937年までのアメリカンフットボールを事例として
－」『スポーツ社会学研究』第23巻第1号、日本スポーツ社会 . 日系二世留学生とアメリカンフット
ボール」日本スポーツ社会学会第23回大会、2014年3月22日、北海道大学◇フィールドワーク研
究（論文）テーマ「占領期の日本における進駐軍の.
1） 柳沼悠，川西正志，北村尚浩；スポーツタレント発掘事業に参加する受講生と保護者の事業
に対する期待と満足度，日本体育学会第62回大会体育社会学専門分科会発表 .. 吉本鈴代,
久保等,吉田義博,西正義;鹿児島県W町の健康セミナーにおける健康・体力状況に関する研究,
鹿屋体育大学生涯スポーツ実践センター研究年報,16-22,2008
研究紹介冊子. DireCtory Of FaCulty Profiles. 法 学 部 法学科. School of Law Dept of Law.
経営 学 部 経営学科. School of Business Dept Of Business Management. Administration
M*W *. ビジネス企画学科. Dept Of Business Planning. 経営情報学科. Dept Of
Managementand lnformation Studies. 保健医療学部 健康スポーツ科学科.
台湾の互助慣行―日本との民俗社会学的比較―」（2014年『社会学部論叢』第25巻第1号）
•「Reconstructing Sustainable Communities through Mutual Help Networks in East Asia:A
Comparison of Japan, South Korea and China」（2014年『社会学部論叢』第24巻第2号） •「中
国農村社会の互助慣行」（2013年『社会学部論叢』第24巻第1.
中村彩希，秦 希久子，稲山貴代：障がい者スポーツコミュニティに属する肢体不自由者の食生活
満足度と関連する行動/行動と関連する中間要因，準備要因．日本健康教育学会，第22巻第4
号，285-296，2014（連絡責任者：稲山）（査読有）. 秦 希久子，稲山貴代，松下宗洋，篠田粧
子：周囲からの支援/社会参加と食生活との関連 -自立/自律して.
2017年5月12日 . 教職キャリアセンター紀要, 愛知教育大学, (第1号):109頁～116頁, 2016. リポ
ジトリ. 鈴木一成疾走の脚動作改善を目的とした短距離走の教材づくり―小学校6年生の体育
授業実践を通して― 研究報告,芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編, 愛知教育大学, 第
65輯:45頁～52頁, 2016. リポジトリ. 鈴木一成階層的な教材.
教育研究業績書. 2017年10月20日. 所属：健康・スポーツ科学科. 資格：准教授. 氏名：渡邉
昌史. 研究分野. スポーツ人類学、スポーツ社会学、スポーツ史、遊戯論、台湾原 ... 育」第60巻
第１号，pp. 44-47. 学校教育において、剣道で教えることが可能な「伝. 統的な行動の仕方」「伝
統的な考え方」とは何か。 方法論の上では身体技法と精神文化に.
所属, スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科. 職名, 准教授. 学歴 (大学卒以降), 金沢大学
教育学部特別教科（保健体育）教員養成課程卒業金沢大学大学院教育学研究科修了中京
大学大学院体育学研究科後期博士課程修了. 学位, 教育学修士（金沢大学大学院） 体育
学博士（中京大学大学院）. 職歴 (研究歴), 石川県能美郡根上町立根上.
スポーツ社会学研究 第２１巻第２号（２０１３）/日本スポーツ社会学会（社会・時事・政治・行
政）の最新情報・紙の本の購入はhontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充
実。書店で使えるhontoポイントも貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
日本スポーツ心理学会のサイトです。学会の活動やスポーツメンタルトレーニング（SMT）指導士に
ついてご紹介しています。
1994年3月: 北海道大学水産学部卒業; 1996年3月: 広島大学大学院教育学研究科博士前
期課程修了; 1998年3月: 広島大学大学院教育学研究科博士後期課程中退 . in
humans(Refereed Papers) 共著 2017年1月 PLoS One(12巻1号) Yoshiyuki Fukuoka, Masaaki

Iihoshi, Juhelee Tuba Nazunin, Daijiro Abe, Yoshiyuki Fukuba.
鈴木研一・松岡孝介「従業員満足度，顧客満足度，財務業績の関係—ホスピタリティ産業にお
ける検証—」『管理会計学』，第22巻第1号,2013. 【2014年度日本管理会計学会論文賞受賞

論文】 Asada， T.， Bailes， . 鈴木研一・浅田孝幸「日本におけるABMの発展方向に関わる一
考察」『原価計算研究』，第23巻1号,1999. 【第25回日本原価計算.
学習時間の日韓比較 ―中学生・高校生調査をもとに―」『上越教育大学研究紀要』第21巻第
1号、77～93頁、2001年10月（単著）。 ・「移行期 . 戦後日本の受験社会の変遷に関する社会
学的考察」『上越教育大学研究紀要』第22巻第2号、475～490頁、2003年3月（単著）。 .. 2011
年 日本女子大学人間社会学部准教授（2014年3月まで）
Amazonで日本スポーツ社会学会のスポーツ社会学研究 第22巻第1号 特集:「体罰」問題を考え
る。 . 単行本: 110ページ; 出版社: 日本スポーツ社会学会 (2014/04); 言語: 日本語; ISBN-10:
4864130507; ISBN-13: 978-4864130509; 発売日： 2014/04; 梱包サイズ: 25.4 x 17.8 x 0.6 cm; お
すすめ度： この商品の最初のレビューを書き込んで.
体育社会学, スポーツ社会学, スポーツ老年学（キーワード：部活動に関する緒問題，スポーツ合
宿，高齢者，運動・スポーツ活動，生活満足度，QOL）. 研究テーマ. 1. 2014/04～, スポーツ合宿
が地域にもたらす経済波及効果の分析 国内共同研究. 2. 1999/04～, 中高齢者の運動・スポー
ツ活動実施がQOLに及ぼす影響 国内共同研究.
研究資料：大学とJクラブの連携によるスポーツボランティア活動の評価：社会人基礎力に着目し
て、山下博武・行實鉄平 . 体育・スポーツ経営学研究 第27巻 第1号（2014(平26).2.20）; 体育・
スポーツ経営学研究 第26巻 第1号（2012(平24).12.25）; 体育・スポーツ経営学研究 第25巻 第
1号（2012(平24).3.31）; 体育・スポーツ経営学研究 第24巻.
教授 健康・スポーツ心理学科長八千代市スポーツ推進審議会副会長 . カナダスポーツ政策2012
の策定過程に関する研究』（体育・スポーツ政策研究第23巻1号、2014） 『H26年度教育課題研
修指導 . 心理学研究他. 外部団体, 千葉県社会福祉審議会委員、キャリアコンサルタント登録
制度本検討会委員等、日本シェアリングネイチャー協会理事.
2017年12月26日 . 小学校体育におけるボール運動指導に関する研究－戦術的気づきを促す指
導の有効性についての事例的分析長野体育学研究,(22):23－32 2015. Author:岩田靖・宮尾美
輝・外丸咲子. ボール運動系領域の教材づくりの視点としての「誇張」に関する検討長野体育学
研究,(第21号):1‐13 2014( 12) Author:岩田靖・斎藤和久.
蔵書は閲覧できますが、事前に申し込みが必要です。ご希望の方は下記問い合わせ先までご一
報ください。 ◇雑誌類はまだごく一部しか整理が進んでいません。 【た】 1905 「第10章 教育文化
第8節文芸」 （『東筑摩郡松本市塩尻市誌』第2巻別刷） 宮脇昌三 1906 「第1号議案 社団法
人信濃教育会定款変更に関する件」 1907 「第2回山梨県郷土.
AD STUDIES Vol.50 2014 ○ 17. 2012年ロンドン・ . 第1に、2012年ロンドン大会は戦後初の成熟
した社会／. 都市で開催されたオリンピックと認識されている。都市社会. 学者の町村敬志は開催
国の経済発展の段階を各国の1人. あたりのGDPの対 . スポーツ社会学研究』日本スポーツ社会
学会編 第20巻第1号 2012年）。 はじめに. 金か ね 子.
所属学会: 日本教育心理学会: 日本心理学会: 埼玉県体育学会: 日本バレーボール学会: 日
本教科教育学会: 日本体育学会: 日本スポーツ心理学会; 所属学会役員担当: 2007 . 2017 ,
日本バレーボール学会第22回大会一般研究発表優秀賞: 2005 , 日本スポーツ心理学会学会賞
(奨励賞) . 埼玉大学紀要(教育学部),63巻1号:375-386 2014
スポーツ社会学研究（第22巻第2号） 特集：質的アプローチのフューチャー・スタディーズ・ワークショ
日本スポーツ社会学会. ユーザ評価 0.0 （0件）; | レビューを書く. 1,944円（税込）送料無料. 獲得
ポイント：. 19ポイント. 内訳. 今この商品はポイント合計 1 倍以上. ベースポイント合計 1 倍以上.
通常購入分 + 1 倍; 楽天会員にログインすると、さらに.
所属学部・学科等. 人間健康学部 人間健康学科. 職名 (資格). 教授 2010年 4月 1日. 出身
学校・専攻. 京都教育大学 教育学部特修体育 1975年 卒業. 出身大学院・研究科. 筑波大
学修士課程 体育学研究科体育社会学・スポーツ社会学 1978年 修了. 取得学位. 体育学修
士 1978年 3月 筑波大学; 博士（学術） 2015年 12月 筑波大学.
2017年9月19日 . 日本体育大学 体育科学研究科 スポーツ文化・社会科学系. 修士課程 、
2000年03月 、 . 秋田大学 教育文化学部 学校教育課程 教科教育実践選修 スポーツ・健康

教育講座 、 准教授 、 2011年10月 ～ 2014年03月. Akita University . スポーツ社会学研究 、
23巻 1号 （頁 81 ～ 84） 、 2015年03月 、 伊藤恵造. 「総合型地域.
自閉症スペクトラム障害のある子どもの親がとらえた社会的困難性につながる子どもの身体感覚
(査読付)，小児保健研究，第75巻第1号，78-85（2016）; 【学会発表等】: ・養護実践における合
理的配慮を視野に入れた環境整備，日本養護教諭教育学会第22回学術集会（千葉） 抄録集
150-151頁（2014）共著・自閉症スペクトラム障害のある子ども.
2017年9月21日 . 教員組織、教員の学位・業績. 国際英語学科. 史. 学. 科. 心 理 学 科. 日本
文化学科. 幼児教育学科. 児童教育学科. 社会教育学科. 生活文化学科. 観光文化学科. 学
長 熊 谷 園 子. 副学長. 西. 川. 誠 .. 川村学園女子大学研究紀要第17巻第1号,. 2006年3月
.. 地誌学(日本・ド. イツ). （共訳2人）図説大百科世界の地理, 全22巻,.
分野, 領域, 職位, 氏名, 学位 資格, 主な担当科目, 所属コ—ス. 基 礎 教 育 学, 教育学, 教
授, 高橋 文博, D, 道徳教育学特論, 初等教育学 教育学研究科長. 准教授, 渡邊 言美, M,
教育史特論, 初等教育学. 准教授, 高木 亮, Ｄ, 教育行政学 教育経営学特論, 初等教育学.
教育心理学, 教授, 原 奈津子, D, 教育社会心理学特論, 幼児教育学 幼児教育.
送料無料有/[書籍]/スポーツ社会学研究 第22巻第1号(2014)/日本スポーツ社会学会/編
集/NEOBK-1652049のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・
通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集
合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品や.
社会福祉学修士. 担当科目. 水泳. 主な業績. １．「総合型地域スポーツクラブ育成の問題点と
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