


平成３０年８月２１日 

日本体育・スポーツ哲学会 会員各位 

 

日本体育・スポーツ哲学会 

第 40 回大会回実行委員会 

 

日本体育・スポーツ哲学会第４０回大会のご案内（第３報）  

 

 

残暑お見舞い申し上げます。この度は多数の方々にお申込みいただき誠にありがとうござい

ました。今回は、40 回大会という記念の年として大会テーマを「再生」としました。大会日

程・プログラム・お知らせをお送りいたします。当日参加も受け付けますので、ふるってご参

加ください。よろしくお願いいたします。 

 

  

記 

 

 

 1。 日  程： 平成 30 年 9 月 1 日（土）・2 日（日） 

 2。 会  場： 山梨大学教育学部（〒400-8510 山梨県甲府市武田 4－4－37） 

 

 

大 会 日 程  

○９月１日（土） 

時 間 内容（場所） 

  9：00～      
受付 

（Ｎ号館１階エントランス・Ｎ１１教室入口前） 

  9：00～10：00 
理事会 

（Ｎ２１） 

10：00～10：10 
開会・事務連絡 

（Ｎ１１） 

10：10～11：10 
学術交流協定招待講演 

（Ｎ１１） 

11：15～12：45 
研究発表Ⅰ：番号１～３ 

（Ｎ１１） 

12：45～13：45 
昼食・休憩 

（Ｎ１１） 

拡大理事会 

（Ｎ２１） 

13：45～15：15 
第４０回大会記念特別講演 

（Ｎ１１） 

15：30～17：00 
研究発表Ⅱ：番号４～６ 

（Ｎ１１） 

研究発表Ⅲ：番号７～９ 

（Ｎ１２） 

17：00～18：00 
研究発表Ⅳ：番号１０～１１ 

（Ｎ１１） 

18：30～20：30 
研究交流・情報交換会 

（山梨大学生協レストラン） 



○９月２日（日） 

時 間 内容（場所） 

  8：30～      
受付 

（Ｎ号館１階エントランス・Ｎ１１教室入口前） 

 9：00～10：30 
研究発表Ⅴ：番号１２～１３ 

（Ｎ１１） 

10：30～11：00 
研究発表Ⅵ：番号１４～１５ 

（Ｎ１１） 

11：00～12：00 
総会 

（Ｎ１１） 

12：00～13：00 
昼食交流会 

（Ｎ１１） 

13：00～14：00 
研究発表Ⅶ：番号１６～１７ 

（Ｎ１１） 

14：00～16：00  
シンポジウム 

（Ｎ１１） 

16：00～16：15 
閉会・事務連絡 

（Ｎ１１） 

 

山梨大学（甲府キャンパス）へのアクセス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＪＲ利用 

ＪＲ甲府駅から・・・ 

 ・徒歩：北口より武田通りを北上 所要時間約１５分 

 ・バス：北口バスターミナル２番乗り場 「武田神社」または「積翠寺」行きに乗車 

「山梨大学」バス停で下車 所要時間約５分 

 



ＪＲ甲府駅まで・・・ 

・新 宿から：中央本線特急（かいじ・あずさ・スーパーあずさ）で１時間３０分 

 かえり：最終特急（甲府駅２１：０９～新宿駅２２：３７） 

 ・静 岡から：身延線特急（ふじかわ）で２時間２６分 

 かえり：最終特急（甲府駅１８：３６～静岡駅２０：５８） 

 ・名古屋から：中央西線・中央本線特急（しなの・あずさ）塩尻経由で３時間１２分 

  かえり：最終特急（甲府駅１９：３６～名古屋駅２２：３４） 

 

〇自家用車利用 

中央自動車道「甲府昭和IC」から・・・ 

・一般道：北東の方角へ国道２０号線またはアルプス通り経由 所要時間約３０分 

  ・学内駐車場：２００円  

 

 

 

   山梨大学教育学部キャンパスマップ 

                     N号館          駐車場（総合案内所）       

 

生協レストラン 

 

 

 

 

 

 



参加者へのお知らせ  

 

受 付：９月１日（土）は９時から１３時まで、９月２日（日）は８時３０分から１２時まで、

①Ｎ号館１階エントランス（Ｎ１１教室前）に「受付」を設けます。 

②大会参加費４,０００円（大学生（学部学生）は１,０００円） 

情報交換会費 ４,０００円 

 

事前に振り込まれる場合には下記にお願いします。 

振り込み締切：8 月 25 日（土） 

振込先）ゆうちょ銀行 

     記号 １０８８０ 番号 １３７３３１１ キムラ ハルミ 

他金融機関からの振り込みの受取口座 

店名 〇八八（読みゼロハチハチ） 店番 088 預金種目 普通預金  

口座番号０１３７３３１ 

（振込者のお名前をしっかりと明記してください。） 

 

昼食弁当の注文（１食：１,０００円 二日分２,０００円） 

本学の周辺には飲食店はほとんどありません。弁当を持参あるいは注文することを

お勧めします。なお、コンビニは近くに３店ほどあります。 

注文先）山梨大学 木村はるみ 宛（8 月 25 日まで） 

メールアドレス kimura@yamanashi.ac.jp 

件名に「第 40 回大会 弁当注文 個数：氏名」と明記してください。 

 

弁当代を参加費・情報交換会費と一緒に事前に振り込まれる場合には、 

メールの件名の最初に必ず「第 40 回大会参加 ：氏名」を明記して 

メール本文に参加費・情報交換会費・弁当代の各金額と合計を記してください。  

     

手荷物：「手荷物預かり所」は用意しません。各自で管理してください。 

休 憩：「休憩室」は特にありませんが、Ｎ２１を理事会以外の時間には使用できます。 

喫煙室：学内はすべて禁煙です。甲府キャンパスに３か所喫煙所があります。 

会 議：以下の会議が行われます。 

    理 事 会 ９月１日（土） ９時００分～１０時００分  Ｎ２１ 

    拡大理事会 ９月１日（土）１２時４５分～１３時４５分  Ｎ２１ 

総  会 ９月２日（日）１１時００分～１２時００分  Ｎ１１ 

次期理事の会 ９月２日（日）時間は会期中に事務局より通知 Ｌ１３８  

 

発表者へのお願い  

 

受 付：発表者は、自分の発表のあるセッション前までに受け付けを済ませ、前発表終了時ま

でに所定の席に着いてください。 



資 料：印刷された資料を配布する方は、７０部用意し、ご自分のセッションの前までに、「受

付」または発表会場の係に提出してください。 

 

視聴覚機器：ＰＣはこちらで準備します。ＵＳＢでご準備ください。ＭＡＣ・特別なデータの

方はご自分のＰＣをご持参くださることをお勧めします。ＶＨＳ、ＤＶＤは可能

です。ＵＳＢでの提出は、ご自分のセッションの前までに、「受付」で済ませてく

ださい。ＵＳＢは、忘れずにお持ち帰りください。ＯＨＣ等の機材は用意します。

操作は発表者が行ってください。 

 

発表・質疑応答の時間：研究発表の時間は機材の準備も入れて１演題につき原則２０分です。

発表終了後の質疑応答の時間は１０分です。  

 

司会・進行者へのお願い  

 

受 付：担当時刻の３０分前までに受け付けを済ませ、前発表終了時までに所定の席に着い

てください。計時係は設けません。時間の配分は司会・進行者が各自で行ってくださ

るようお願いいたします。 

 

情報交換会・交流昼食会のお知らせ  

 

１日目に情報交換会があります。 

日 時：９月１日（土）１８時３０分～２０時３０分 

場 所：山梨大学生協レストラン 

参加費：４,０００円  

 

２日目に交流昼食会を予定しています。皆さま、ご参加よろしくお願いいたします。 

日時：９月２日（日）１２：００～１３：００ 

場所：Ｎ１１教室  

昼食を食べながら楽しく海外の参加者との交流を予定しています。 

 

 

宿泊：各自でご準備ください。以下、甲府市内の主なホテルです。 

ホテル談露館 055-237-1331 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内１丁目 19-16 

古名屋ホテル 055-235-1122 〒400-0032 山梨県甲府市中央 1-7-15 

常盤ホテル  055-254-3111 〒400-0073 山梨県甲府市湯村 2-5-21 

（この他にも多数の観光ホテル・ビジネスホテルがあります。お早めにインターネットで検索予

約なさることをお勧めします。） 

 

 

 



研究発表・講演・シンポジウムのプログラム  

 

○９月１日（土） 

・招待講演（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間  演    題 

発 表 者 

（所属） 

福本まあや 
（お茶の水女子大学） 

荒牧亜衣 

（仙台大学） 

10:10～11:10 Ⅼ１ 
Mindfulness, Embodied Knowledge and Physical 

Education 

呂 潔如 

（国立政治大学） 

・研究発表Ⅰ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

阿部悟郎 

（東海大学） 

11:15～11:45 １ 

武術性概念とその展開 

―講道館護身術と剣道の理念― 

 

質疑応答（11：35～11：45） 

志々田文明 

（早稲田大学） 

佐藤皓也 

（早稲田大学大学院） 

11:45～12:15 ２ 

Corporeal islands and the xū-shi transformation of 

Taiji 

 

質疑応答（12：05～12：15） 

游 添燈 

（国立台湾大学） 

12:15～12:45 ３ 

「なぎなた」と「なぎなた競技者」のかかわりに

ついての哲学的考察 

―メルロ＝ポンティにおける物の理論を手がかりにして― 

 

質疑応答（12：35～12：45） 

藤原凪沙 

（大阪大学大学院） 

４０回大会記念特別講演（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間  演    題 

発 表 者 

（所属） 

木村はるみ 

（山梨大学） 
13:45～15:15 Ⅼ２ 身心変容技法としてのスポーツと宗教 

鎌田東二 

（上智大学） 

・研究発表Ⅱ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

森田 啓 

（千葉工業大学） 

15:30～16:00 ４ 

スポーツ指導の限界内における暴力克服の倫理 

―選手の他者性の問題をめぐって― 

 

質疑応答（15：50～16：00） 

髙尾尚平 

（日本体育大学大学院） 

16:00～16:30 ５ 

「コーチング回路」はなぜショートするのか 

―スポーツ指導者の欲望に関する試論― 

 

質疑応答（16：20～16：30） 

坂本拓弥 

（筑波大学） 

16:30～17:00 ６ 

自己との競争における敗北 

―非形式的なフェアプレーの観点から― 

 

質疑応答（16：50～17：00） 

KIM JUN HYUN 

（日本体育大学大学院） 



・研究発表Ⅲ（Ｎ１２） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

石垣健二 

（新潟大学） 

15:30～16:00 ７ 

体育授業の意味と価値についての現象学的検討 

 

質疑応答（15：50～16：00） 

長内昭継 
（鹿角市立八幡平小学校） 

16:00～16:30 ８ 

身体教育における指導言語と学びの関係 

 

質疑応答（16：20～16：30） 

広瀬健一 

（福岡大学） 

深澤浩洋 

（筑波大学） 

16:30～17:00 ９ 

ダンスの授業における「学び」を問う 

―ソマティクスとボディワークのかかわりから― 

 

質疑応答（16：50～17：00） 

大橋奈希左 

（京都女子大学） 

・研究発表Ⅳ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

関根正美 

（日本体育大学） 

17:00～17:30 １０ 

Finding The Essence of Situational Coaching Ability by 

Senior Tennis Coaches 

―The World of Seeing and Coaching― 

質疑応答（17：20～17：30） 

林 岱樵 
（国立台湾師範大学） 

17:30～18:00 １１ 

The discussion of running skills from mould and 

modulation 

 

質疑応答（17：50～18：00） 

鄭 睿承 
（国立台湾師範大学大学院） 

○９月２日（日） 

・研究発表Ⅴ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

深澤浩洋 

（筑波大学） 

 9:00～ 9:30 １２ 

Meta-Coaching 

―An Inquiry about the basic assumption of coach’s 

theory from phenomenology of perception― 

質疑応答（ 9：20～ 9：30） 

黄 盈晨 
（国立台湾師範大学大学院） 

  9:30～10:00 １３ 

身体技法としての武道の教育的価値に関する研究 

 

質疑応答（9：50～10：00） 

佐藤雄哉 

（国士舘大学大学院） 

・研究発表Ⅵ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

高橋浩二 

（長崎大学） 
10:00～10:30 １４ 

ソマティック教育における「Embodiment」の意味

をめぐって 

―動きと意識の関係から考える― 

 

質疑応答（10：20～10：30） 

吉田美和子 

(上智大学) 



10:30～11:00 １５ 

ソマティクスの指導哲学 

―米国舞踊教育での議論を中心に― 

 

質疑応答（10：50～11：00） 

福本まあや 

（お茶の水女子大学） 

・研究発表Ⅶ（Ｎ１１） 

司会・進行 

 (所属) 
発表時間 番号 演    題 

発 表 者 

（所属） 

野上玲子 

（日本女子大学） 

13:00～13:30 １６ 

屋台獅子と青年団 

―社会構造と universe of discourse の変化に着目して― 

 

質疑応答（13：20～13：30） 

松本彰之 

（日本体育大学） 

13:30～14:00 １７ 

競技者の徳論 

―その状態にみる善き在り方について― 

 

質疑応答（13：50～14：00） 

佐藤 洋 

（明星大学） 

・シンポジウム（Ｎ１１） 

 

司会・進行 

 

発表時間 番号 テーマ・演題 

発 表 者 

（所属） 

 

 

司会・進行 

 

髙橋 徹 

（仙台大学） 

中澤雄飛 

（帝京大学） 

 

 

招待コメンテーター 

奥井 遼 

（同志社大学） 

14:00～16:00 Ｓ 

学校体育で育てる身体を考える 

―（２年目）他者とつながることができる身体の姿― 

 

コメント（15：10～15:25）・ディスカッション（15：25～16：00） 

 

Ｓ１ 
昨年度の議論の振り返りと今年度に向けた課題 

―公教育の課題からみる身体の教育可能性― 

中澤雄飛 

（帝京大学） 

Ｓ２ 
新たな学習指導要領によって学校の体育がどのよ

うに変化するのか？ 

陳 洋明 

（大阪体育大学） 

Ｓ３ 体育における「他者性との出会い」 
田中 愛 

（武蔵大学） 

 


