日本レジャー・レクリエーション学会 第 42 回学会大会 開催要項（第 3 報）

第 42 回学会大会（上智大学四谷キャンパス

2012 年 11 月 16 日・17 日・18 日）

第 42 回学会大会ご案内
■日 程

2012（平成 24）年 11 月 16 日（金）・17 日（土）・18 日（日）
11 月 16 日（金）地域研究
11 月 17 日（土）理事会・基調講演・シンポジウム・懇親会
11 月 18 日（日）口頭発表・ポスター発表・特別セッション・研究相談会・総会・
学会賞表彰式

■会 場

上智大学四谷キャンパス
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1
URL：<http://www.sophia.ac.jp/>

■交 通
●交通アクセス
JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/
四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩 5 分
※当日、北門は閉門。正門・東門のみ開門
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日本レジャー・レクリエーション学会第 42 回大会開催要項
大会テーマ「レジャー・レクリエーション再考」
为 催 ： 日本レジャー・レクリエーション学会
为 管 ： 日本レジャー・レクリエーション学会第 42 回大会実行委員会
後 援 ： 文部科学省、公益財団法人日本レクリエーション協会、
一般財団法人公園財団、一般社団法人全国森林レクリエーション協会
社団法人 東京都レクリエーション協会
協 賛 ： 株式会社はとバス、大塚製薬株式会社
期 日 ： 2012 年 11 月 16 日（金）～18 日（日）
会 場 ： 上智大学四谷キャンパス（〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町７―１）
JR 総武線・中央線、地下鉄丸ノ内線・单北線 四谷駅下車２分
日 程 ： 11 月 16 日（金）地域研究「江戸～東京のレジャー・レクリエーション」
13:00～15:00 東武鉄道東向島駅～向島百花園～言問団子～長命寺桜餅～
三囲神社（江戸の人気レジャーコース）～東京スカイツリー
参加費 1,000 円（現地徴収）
11 月 17 日（土）理事会・基調講演・シンポジウム
11:00～12:30 理事会（昼食時間も含む）

2 号館 5 階 506 会議室

13:00～13:15 開会式（为催者・会場校代表挨拶）12 号館１階 102 教室
13:15～14:45 基調講演
12 号館１階 102 教室
「世界レジャー会議 2010 の成果と
レジャー・レクリエーションの価値・機能」
韓国レジャー・レクリエーション学会名誉会長
金
俊希（Kim, Jun-hi Ph.D. ）
15:00～17:00 シンポジウム
12 号館１階 102 教室
「スポーツ基本法とレクリエーション
～2013 年東京国体準備・2020 年東京オリンピック招致の中で～」
コーディネーター：
森川 貞夫
（日本体育大学名誉教授・市民スポーツ＆文化研究所代表）
パネリスト：
中平 公士
（文部科学省スポーツ振興課スポーツ指導専門官）
杉山
茂
（スポーツプロデューサー・東京都スポーツ振興審議会会長）
澤内
隆
（東京都レクリエーション協会専門委員・文教大学講師）
17:30～18:00

貸切はとバスで夜の東京ミニツアー30 分

（先着 53 名）

18:00～20:00

懇親会・江戸大道芸紹介（六本木 ホテルアイビス）参加費 5,000 円
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11 月 18 日（日）研究発表・総会・学会賞表彰式・特別セッション・閉会式
09:00～11:00
09:00～11:20

口頭発表
口頭発表

09:00～12:00

ポスター発表（質疑応答 :

12:00～13:00

研究相談会

12 号館 1 階 102 教室

13:00～13:50

総会・学会賞表彰式

12 号館 1 階 102 教室

14:00～15:40

口頭発表

15:40～16:40

（Ａ） 12 号館 2 階 202 教室
（Ｂ） 12 号館 2 階 203 教室
11:20～12:00）
12 号館 1 階 102 教室

（Ａ） 12 号館 2 階 202 教室
（Ｂ） 12 号館 2 階 203 教室

特別セッション
（A） 東日本大震災とレクリエーション
山崎 律子
（余暇問題研究所・学会震災対応プロジェクトリーダー）
佐藤 喜也
(福島県レクリエーション協会事務局長）
12 号館 2 階 202 教室
（B）公園レクリエーション
森本 千尋（公園財団開発研究部長）
田中 裕子（公園財団越後公園管理センター）
12 号館 2 階 203 教室

16:40～16:50 閉会式

※大会本部・荷物置場・控室 ：

12 号館 2 階 202 教室

12 号館 2 階 201 教室
(18 日（日）のみ開設)
(17 日（土）の大会本部は 102 教室前受付に設置)

※昼食 ：17 日（土）と 18 日（日）は大学食堂は閉店しております。
12 号館地下のセブンイレブン（飲食スペースあり）か、JR 四谷駅ビル（アト
レ）
、JR 四谷駅麹町口前の为婦会館・スクワール麹町（消防庁共済会館）
、ホ
テルニューオータニなどの飲食店をご利用ください。
※喫煙所：12 号館前の喫煙所（屋外）以外での喫煙は厳禁です。また四谷駅周辺は路上喫
煙禁止です。ご協力をお願いいたします。

日本レジャー・レクリエーション学会 第 42 回学会大会 開催要項（第 3 報）

大会参加者へのご案内
（1) 受 付
第 1 日目
地域研究「江戸～東京のレジャー・レクリエーション」
11 月 16 日(金)
13:00～15:00 東武伊勢崎線東向島駅～向島百花園～言問団子～長命寺桜餅～
三囲神社（江戸の人気レジャーコース）～東京スカイツリー
受付場所
東武鉄道 東向島駅改札口
受付時間
12:50～13:00
参加費用
￥1,000-(現地徴収) 雨天決行
※諸般の事情で、最初にホームページでご案内した内容と場所・時間・料金が変更に
なっています。申し訳ございません。参加申込は、改めて大会実行委員長師岡文男
まで、①氏名（フリカナ付）
、②連絡先電話番号（できるだけ携帯電話番号）
・メー
ルアドレス、を必ずご記入の上、件名「地域研究参加申込」でＦＡＸ 03-3701-1559
かメール（morooka@sophia.ac.jp）でお知らせください。申込締切：11 月 10 日（土）
第 2 日目
11 月 17 日(土)

基調講演・シンポジウム・懇親会
受付場所
12 号館 1 階 102 教室前
受付時間
12:00～16:00

第 3 日目
11 月 18 日(日)

研究発表・総会・学会賞表彰式・特別セッション・閉会式
受付場所
12 号館 1 階 102 教室前
受付時間
9:00～16:00

(2) 大会参加費(2, 3 日目通分)・懇親会費
（大会参加費）
正会員、非会員
￥4,000学生(大学院修士課程、学部、短大、専門学校)
無 料
※受付時に学生証(有効期限)の提示を条件に無料とします。
（懇親会費）
￥5,000◎合計額を 11 月 10 日（土）までに下記にお振込みください。
三井住友銀行 経堂支店 普通預金口座６８６４５１１
口座名「日本レジャー・レクリエーション学会大会組織委員会」
(3) 昼

食
17 日（土）
・18 日（日）大学食堂は閉店しております。12 号館地下のセブンイレブン
（飲食スペースあり）か、JR 四谷駅ビル（アトレ）
、JR 四谷駅麹町口前の主婦会館・スク
ワール麹町（消防庁共済会館）
、ホテルニューオータニなどの飲食店をご利用ください。

(4) 駐車場
上智大学構内に駐車場はありません。公共交通機関のご利用をおすすめします。

(5) 喫煙場所
構内は全面禁煙です。喫煙は 12 号館前の所定の場所(屋外)でのみお願い致します。
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研究（口頭）発表へのお願いとお知らせ
1．口頭研究発表者へのお願いとお知らせ
(1) 会場受付を、発表するユニット開始時間の 30 分前までに済ませて下さい。尚、会場受付
時に未払諸費用(年会費、参加費等)がある方は支払手続(全納)を済ませて頂きます。
(2) 発表会場(教室)にはユニット開始時間の 20 分前までに入室(次演者席付)して下さい。
(3) 配付資料(レジュメ、補足資料等)のある方は 50 部をご用意して下さい。発表予定の教
室に待機している補助学生にお渡し下さい。尚、演題番号(例：A－1)、演題名、演者氏
名(筆頭)を記載して下さい。また、残部はお持ち帰りのほどお願い致します(厳守)。
(4) 発表時間は 1 演題につき 15 分です。13 分経過時に 1 回のベル、15 分経過時に 2 回ベル
を鳴らし終了となります。質疑応答は 1 演題 5 分とし、ユニット毎に行います。
(5) メディア対応については、PC の OS は Windows 対応(7, Vista, XP)のみとなります。
Application は PowerPoint2007, 2003 と致します。データの映写をご希望の方は、USB を
午前中発表の方は 8:30 に、午後発表の方は 13:30 に USB を発表会場に必ずお持ちくださ
い。
(6) 動画対応については、Windows Media Player のみとなります。
2．口頭研究発表の座長へのお願いとお知らせ
(1) 会場受付は、座長をする発表ユニットの開始 30 分前までに済ませて下さい。
(2) 発表会場(教室)には発表ユニットの開始 20 分前までに入室(次座長席着席)して下さい。
(3) 時間を厳守(発表時間, 質疑応答時間)して進行するようお願いします。
(4) 質疑応答は原則として各ユニット毎にまとめて執り行うようにして下さい。
(5) 発表取消等で空き時間ができた場合は、討論や休息に当てられる等、ご裁量下さい。
3．口頭研究発表における質問者へのお願い
(1) 挙手をし、座長の指示を待って所属先と氏名を告げ、質問をして下さい。
(2) 質問は演者、座長、会場の聴講者に努めてわかりやすいように発言して下さい。
4．ポスター研究発表者へのお願いとお知らせ
(1) 会場受付を、ポスターの掲示作業が開始される 15 分前までに済ませて下さい。尚、会場
受付時に未払諸費用(正会員の年会費、参加費等)がある方は支払手続(全納)を済ませて頂
きます。
(2) 掲示するポスターボードのサイズは幅 80cm×高 110cm（模造紙サイズ）です。
ポスターのサイズが多少このサイズをオーバーしても支障ありません。
(3) 掲示に使用する文房具については画鋲でお願いします。
(4) 掲示するポスターボードは、演題番号(例：P－2)の貼付により指示します。
(5) 質疑応答の時間は 11:20～12:00 です。時間内はポスターの前で待機をお願いします。
(6) ポスターの撤収時間は 12:00～12:30 です。必ずお持ち帰り下さい(厳守)。
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■第 42 回学会大会開催地略図

〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7－1
JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・单北線/四谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩 5 分
※大会期間中は土・日のため新宿通りに面した北門は閉鎖されています。聖イグナチオ教会の右側の
ソフィア通り（江戸城外堀の土手沿いの一方通行の道）をホテルニューオータニ方面に約 200ｍ
歩いた左手にある「正門」からお入りください。正門から真っ直ぐ歩き、初めての十字路を左折して
突き当りの左側の建物が会場の「12 号館」です。
※キャンパス内には駐車場がありません。周辺の駐車場をご利用ください。
駐車場案内（財団法人東京都道路整備保全公社ホームページ参照）
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■各会場位置図
12 号館

11/17（土）
開会式
基調講演、シンポジウム
11/18(日)大会本部、
荷物置場、控室

11/18（日）
ポスター発表、研究相談会
総会、学会賞表彰式

11/18（日）
口頭発表、特別セッション
閉会式(202)

・理事会

11/17（土）11:00～12:20 2 号館 5 階 506 会議室

・懇親会

11/17（土）18:00～20:00 六本木 ホテルアイビス（無料はとバス上智大学発 17:30）

ホテルアイビス （先着 53 名様は、上智大学から「はとバス」が無料でお送りします。ガイド付）
〒106－0032 東京都 港区 六本木 7 丁目 14 番地 4 号
TEL：03-3403-4411 FAX：03-3479-0609
地下鉄（東京メトロ）日比谷線・大江戸線 六本木駅下車 3 分（六本木交差点そば）

日本レジャー・レクリエーション学会 第 42 回学会大会 開催要項（第 3 報）

日本レジャー・レクリエーション学会
口頭発表演題

第 42 回学会大会

■研究発表 A 会場 12 号館 2 階 202 教室
◆9：00～10：00
座長 高橋 伸［国際基督教大学］
A―１ 保育園幼児の生活と夜 10 時以降の活動 —2011 年調査より—
○前橋 明［早稲田大学］
、泉 秀生［郡山女子大学］
、松尾瑞穂［国際学院埼玉短期大学］
A－2

幼稚園幼児の生活実態と習い事との関連性（2011 年調査結果）
○泉 秀生 ［郡山女子大学］
、前橋 明 ［早稲田大学］

A―3

小学校児童の生活と余暇時間の過ごし方 ―高知県Ｍ小学校児童を対象として―
○松尾瑞穂［国際学院埼玉短期大学、前橋 明［早稲田大学］

☆質疑応答
◆10:00～11:00
座長 前橋 明
[早稲田大学]
A―4 韓国仁川市における児童の生活状況と放課後のあそびの実態
○李 珗京［早稲田大学大学院］
、金 鉉基［早稲田大学大学院］、泉 秀生［郡山女子大学］、
松尾瑞穂［国際学院埼玉短期大学］
、李 熙仙［明知大学］
、前橋 明［早稲田大学］
A―5 “学校レクリエーション”は子どもたちに何をもたらすことになるのか
―コミュニケーション能力の変容に着目して―
○谷口勇一［大分大学］
A－6

大学生のメディア利用実態とメディア教育の効果について
――情報リテラシー教育の現場における調査報告（2011）――
○小澤考人［東海大学］

☆質疑応答
◆14:00～15:00
座長 島
A―7 地方公共団体（Ｓ区）为催のぜん息キャンプについての実践報告
～とくにキャンプの専門的立場から～
○清宮啓太・廣田治久・上野 幸・山崎律子［余暇問題研究所］
A―8

マリン＆レクリエーション実習のプログラム評価に関する事例研究：
プログラム満足度の差異に焦点を当てた Self-efficacy の変化
○井澤悠樹［大阪女学院大学］
、松永敬子［龍谷大学］

A―９

伝統文化の再構築をめぐる視座
○関口英里［同志社女子大学］

健

☆質疑応答
◆15:00～15:40
座長 沼澤 秀雄
A―10 明治後期のレジャー・レクリエーション雑誌の編輯局について
～『遊樂雜誌』創刊から廃刊に至るまでの経過～
○三橋正幸 ［神奈川県体育協会］
A―11 日本におけるボート競技の起源に関する研究
○古城庸夫［江戸川大学］
☆質疑応答

［上智大学]

［立教大学]
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■研究発表 B 会場 12 号館 2 階 203 教室
◆9:00～10:00
B―１ 要介護高齢者レクリエーション活動援助の現状と課題
―レク・セミナー为催の経験を踏まえて―
○上野 幸・廣田治久・山崎律子［余暇問題研究所］
B―2

座長 マーレー寛子

[小羊会]

人生の最期を豊かに過ごす余暇支援をめざして
―余暇サービスの拡大と質の向上、職員負担を考える―
○草壁孝治・今井悦子・福田卓民［青梅慶友病院］

B―3

作業療法士と連携したセラピューティックレクリエーションサービスの一考察
―高次脳機能障害支援における写真撮影の取り組みー
○茅野宏明［武庫川女子大学］
☆質疑応答
◆10:00～11:20
座長 茅野 宏明[武庫川女子大学]
B―4
アメリカにおけるセラピューティックレクリエーション専門職及びその養成段階関係者の属
性の特徴に関する考察
○堀田哲一郎［鹿児島国際大学］
B―5

高齢者が楽しさを経験するための Therapeutic Recreation 援助理論モデル研究
― Leisure Ability Model に基づいた援助理論モデルの構築と実践的応用
○マーレー寛子［小羊会］

B―6

老年期における脳梗塞発症後の患者への Therapeutic Recreation アプローチ
~回復期リハビリテーション病棟での一症例~
○森 美和子〔石川病院〕

B―7

Leisure Lifestyle and Health in an Aging Village-KitaNakagusuku (北中城村) in Okinawa○Dong, Erwei ［University of South Alabama］, Arakawa, Masashi［琉球大学］,
Lee, Bob［Bowling Green State University］
※日本語での発表
☆質疑応答
◆14:00～15:00
座長 澤内 隆
［文教大学]
B―8 レクリエーション活動によるリハビリテーション効果：
ランダム化比較試験に基づくシステマティック・レビュー
○上岡洋晴［東京農業大学］、本多卓也［日本学術振興会］
B―9

まち歩き支援ツールの開発と実践 —サスティナブル・ツーリズムの構造化に向けて—
○土屋 薫（江戸川大学）
、小久保 温［青森大学］

B―10 インドネシア・ジャワ島自然地域のアウトバウンド観光デスティネーションとしての可能性
○田中伸彦［東海大学］・杉村乾［森林総合研究所／CIFOR］
☆質疑応答
◆15:00～16:00
座長 田中 伸彦 ［東海大学]
B―10 GIS の活用によるダイビングの適正な利用に向けた海中利用評価
～富士箱根伊豆国立公園・大瀬崎を対象として～
○中平 工［屋久島うみがめ館］
麻生 恵［東京農業大学］
、下嶋 聖［東京農業大学］
B―11 都市近郊緑地における管理団体の発足形態と活動継続性関す研究
○上田早織［東京ランドスケープ研究所］
、麻生 恵［東京農業大学］
☆質疑応答

日本レジャー・レクリエーション学会 第 42 回学会大会 開催要項（第 3 報）

日本レジャー・レクリエーション学会
ポスター発表
■会場

第 42 回学会大会

12 号館 1 階 102 教室
ポスター会場オープン時間
質疑応答（発表者配置時間）

9:00～12:00
11:20～12:00

P―1 箱根地域の観光エリア区分の調査･分析
〇佐々木雅文･城戸口恭章･平松眞衣･林由貴奈･菅波詩乃･二重作昌満･△田中伸彦［東海大学］
P―2 神奈川県平塚市周辺地域の観光レクリエーション資源・施設の地理的構造
〇間瀬菜々美・川村涼・赤坂恵・吉田美奈・渡辺芽生・△田中伸彦［東海大学］
P―3 神奈川県丹沢地域の観光デスティネーションの構造と特性
〇若木彩夏・堀啓介・田代佳奈美・山田貴志・久末真菜・△田中伸彦［東海大学］
P―4 子育て中の母親の QOL の向上（３）
―日常の身体活動量から母親の健康を考える―
○松永須美子[单九州短期大学]、松永智[宮崎大学]
P―5 阿蘇くじゅう国立公園阿蘇地域における草原景観改善の取り組みに関する研究
○三浦 单［東京農業大学］ △麻生 恵［東京農業大学］
P―6 大学におけるボランティアツアー企画とその効果
―東北復興プログラムに着目して―
○仁藤喜久子（玉川大学大学院生）
P―7 階層分析法（AHP：Analytic Hierarchy Process）を用いた複数大学参加のキャンプ実習における満足度の定量
的解析
○大橋信行〔東京経営短期大学〕、佐久間康〔東京経営短期大学〕、田代浩二〔体験学習研究会〕、内田英二〔大正大学〕
P―8 兵庫県内の福祉施設におけるレクリエーション担当職員の現状と課題
○田島 栄文 [甲子園短期大学]
P―９ 複数大学による合同野外実習の実践報告
○佐久間康〔東京経営短期大学〕，大橋信行〔東京経営短期大学〕，田代浩二〔体験学習研究会〕，内田
P―10 介護実習における福祉レクリエーション実践について
○单條正人〔東北文教大学短期大学部〕 高崎義輝〔仙台大学〕
P―11 占領下のスポーツ政策について
◯近藤克之（日本大学）、加藤秀治（日本大学大学院）、澤村博（日本大学）
P―12 日本厚生大会の分析的研究
○加藤秀治（日本大学）、近藤克之（日本大学、）澤村博（日本大学）
P―13 要介護高齢者に対するレクリエーション活動に関する一考察
－介護福祉学生の実習後レポートをもとに－
○山内 健次〔佐野短期大学〕
森 千佐子〔佐野短期大学〕
P―14 地所有者別面積割合にみる日本の国立公園
○加藤 幸真[日本大学大学院]
P―15 新潟県角田山における植生荒廃地の把握および復元候補地の選定
○伊藤竜太郎［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―16 愛知県弥富市におけるカワウによる景観被害の調査研究
○栗生美紀［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］

英二〔大正大学〕
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P―17 ナイトウォーキングの魅力を活かしたマップの制作
○杉山実希［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―18 ウォーキングルートの趨勢および地形と活用資源に関係性について
○田所聖子［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］

－埼玉県を事例として－

P―19 映画に撮影された田園風景・里山の景観に関する研究
○松崎友宜［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―20 位置情報を活かしたソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)による地域振興策についての実験的研究
○山下哲［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―21 研究室に所属する際に学生が考慮する要因とその特徴に関する研究―東京農業大学造園科学科を事例として―
○佐藤祐代［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―22 横浜市西部における緑の変遷の特質について
○石井宏征［東京農業大学］
△栗田和弥［東京農業大学］
P―23 小中学校と大学の連携による五感を記録した地域発見マップの制作―石川県輪島市三井町を事例として―
○棟近 貴之、伊藤 竜太郎、栗田 和弥、上岡 洋晴、△麻生 恵［東京農業大学］
P―24 観光地における賑わいのある空間構造に関する研究
○石川政志［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―25 郵便局の風景印に表されている風景資産・文化資産に関する調査研究
○弥政麻佑子［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―26 利用者の地域情報に基づいた歩くルートマップの作成
○柏崎智之［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―27 狭山丘陵における散乱ごみの実態と清掃活動に関する研究
○加藤健太郎［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―28 フロー体験の生成過程における相互作用に関する一考察
○迫俊道〔大阪商業大学〕
P―29 鎮守の杜の社会的位置付けと認識の変遷に関する考察
○小林 和樹［東京農業大学］ △栗田 和弥［東京農業大学］
P―30 登山道の距離測定（測距）方法に関する基礎的研究
○小倉敬生［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―31 伝説の生物を活かした地域おこしに関する研究
―ツチノコ等の事例の比較による―
○森芽衣［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―32 江の島における歩く空間の利用に関する研究
○青木慶司［東京農業大学］ △栗田和弥［東京農業大学］
P―33
A study of the relationship between the restrictions on leisure, lifestyle and the quality of life on
fire-fighting officer who participates in leisure activity
○Su Taek Kang ㆍ Jun Hi Kim［Yong In University］, Jong Dae Yoon ㆍ Kyu Chul Jung ［Kyungwoon University］
△Fumio Morooka［Sophia University］

