
安達　詩穂 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・51

新井　祐子 健康スポーツ科学科 准教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・52

伊東　裕希 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・53

今泉　佳宣 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・54

岩佐　直樹 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・55

奥山　徹 健康スポーツ科学科・経営学研究科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・56

角田　和代 健康スポーツ科学科 准教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・57

梶山　俊仁 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・58

加藤　尊 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・59

禿　隆一 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・60

窪田　友樹 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・61

庄司　直人 健康スポーツ科学科 准教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・62

菅嶋　康浩 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・63

髙橋　篤史 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・64

髙橋　幸平 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・65

竹島　伸生
健康スポーツ科学科
【健康スポーツ科学科長】

教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・66

塚中　敦子 健康スポーツ科学科 助教 ・ ・ ・ ・ ・ ・67

土田　洋 健康スポーツ科学科 講師 ・ ・ ・ ・ ・ ・68

林　卓史 健康スポーツ科学科 准教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・69

藤野　良孝 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・70

本田　亜紀子 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・71

松井　かおり
健康スポーツ科学科
【留学生別科長】

教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・72

簗瀬　歩 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・73

山本　英弘 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・74

尹　熙喆 健康スポーツ科学科 教授 ・ ・ ・ ・ ・ ・75

 
 

朝日大学 
 Asahi University

保健医療学部 健康スポーツ科学科
School of
Health Sciences

Dept. of Health and Sport Sciences



５１ 

 
 

・ダンス・ワークショップに関する研究 

・ダンスと児童の自己価値感に関する研究 

・振付のあるダンスと即興表現の効果検証 

 

 

 

研究テーマ 

 

・神経発達障がいを持つ児童への適切なダンスプ

ログラム（療育方法）の考案 

・学校ダンスへの応用 

・QOL に貢献するダンスレクリエーションの開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

論文：「コンテンポラリー・ダンスのワークショップに参加した児童の内的変化

−「自己価値」と「『良いダンス』のイメージ」の変化に着眼して−」 

論文：「コンテンポラリーダンスを専門としたアーティストのダンス観が児童を

対象としたダンス・ワークショップに与える影響」 

 

 

 ダンスの持つ特性を整理し、目的や対象に応じ

て適切な方法でダンス・ワークショップあるいは

ダンス指導を行うための知見を得ることが研究の

目的です。 

 現時点では、他スポーツに比べてダンスが持つ

独特の特性は、「即興表現」であると考えています。

そのため、これを用いることで実現される効果検

証や、よりその効果を高める進行方法を調査して

います。 

 

研究の概要 

 代表的な 

 著書・論文 

私の研究は、実際のダンスやダンス指導場面で実践されていることの効果や、

「なぜそれが良いのか」を言葉にする作業であると考えています。近年の学習

指導要領でのダンス必修化を発端に認知度が高まっているダンス。今こそ学術

的にダンスを見ていかなければ！と思っています。 

・神経発達障がいを持つ児童のダンス活動に関する調査 

・ダンス教育における評価方法・評価の指標に関する研究 

・ダンスレッスン、ダンスプログラムの過程に関する実態調査 

・ダンスの振付を覚えるプロセスに関する研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

ダンス、児童、ワークショップ、即興表現 

キーワード 

放課後等デイサービス、放課後子ども教室、習い事教室などでダンスを扱うよ

うな企業との連携、 

ダンス講師教育や派遣、資格制度に関心のある企業との共同研究 

 

 
企業への期待 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

保健医療学部健康スポーツ科学科  講師  安達 詩穂 Adachi Shiho 

e-mail ： adachi-shiho@alice.asahi-u.ac.jp 
電 話 ： 058-329-1372 

日本女子体育大学体育学部運動科学科舞踊学専攻卒、日本女子体育大学大学

院スポーツ科学研究科修了 

スポーツ科学修士 

日本女子体育大学スポーツ科学研究科 助手 

主な担当科目：体育実技指導法（ダンス・体つくり運動） 

主な所属学会：舞踊学会、日本女子体育連盟、比較舞踊学会、日本体育学会 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  准教授  新井 祐子   Arai Yuko 

e-mail ： ra-shin@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３０４ 

 

日本女子体育大学体育学部卒 

 

主な担当科目：健康・体力科学、スポーツ 

主な所属学会：日本体育学会、東海体育学会、トレーニング科学研究会 

 

 

競技実績：オリンピック競技大会出場[第 26 回 第 27 回]、全日本選手権大会個人優勝[第 48

回（2 種目） 第 50 回 第 52 回（2 種目）第 53回 第 54 回 第 55 回（2種目）] 

指導実績：全日本選手権大会団体優勝[第 64 回]、日本学生王座決定戦団体優勝[第 53 回 第

54 回 第 55 回 第 57回(2種目) 第 58回 第 60 回(2 種目) 第 61回(2 種目)]、全日本学生個

人選手権大会優勝[第 54 回 第 55回(2 種目) 第 56 回 第 59 回 第 60 回 第 61回]・全日本大

学対抗選手権大会優勝[第 43回 第 49回 第 50 回（2種目） 第 51回（2 種目）] 

委員・コーチ：日本オリンピック委員会強化スタッフ[H15 年度 H16年度]、(社)日本フェンシ

ング協会北京オリンピック強化委員会女子フルーレ強化部会担当コーチ[H17 年度 H18 年度

H19年度 H20 年度 H21 年度 H22面度 H23 年度]、第 67 体育大会岐阜県準備委員会 常任委員、

「第 67 回国民体育大会岐阜県競技力向上対策本部」普及強化委員会委員 

資格：日本体育協会公認上級コーチ（フェンシング） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

フェンシング競技を通じてではありますが、競技力向上や健康維持増進の考え

方を身に付けさせることができます 

 

 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

フェンシング競技の研究 

フェンシング競技に必要な技術や体力に関することを

明らかにしていく 

 

 

フェンシング競技を通じて、健康に与えるスポー

ツの影響を探る 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

フェンシング競技に必要な体力について、体力測定

を行い、体格・体力などの身体能力と競技力の関連

を検討する 

 

フェンシング競技に必要な技術について、ビデオ映

像を分析し検討する 

 

研究の概要 
 

フェンシング競技 体力 格闘技 

 

キーワード 

研究テーマ 

個人スポーツにおける戦略・戦術 

健康スポーツ 

社会でのスポーツの役割（社会貢献） 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

健康スポーツとの関連 

健康維持のための職場環境づくり（改善） 

 

企業への期待 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  講師  伊東 裕希 Itou Yuki 

e-mail ： s-ito@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７３ 

筑波大学体育専門学群卒、筑波大学大学院人間総合科学研究科、体育学専攻、

博士前記課程修了 修士（体育学） 

茨城県立守谷高等学校 常勤講師（保健体育） 

岐阜聖徳学園大学経済情報学部 助教 

主な担当科目：スポーツ実技、専門演習 

主な所属学会：日本コーチング学会、日本ハンドボール学会 

論文：「ハンドボール競技におけるオフェンスプレーを観察する着眼点：卓越し

た指導者の観察記述を手がかりとして」 

   ハンドボールリサーチ第 6 巻、2017、共著 

論文：「大学男子ハンドボール選手におけるオフェンスプレーの観察力の評価」 

   ハンドボールリサーチ 2021、掲載予定 

 代表的な 

 著書・論文 

 

専門種目であるハンドボールを根幹として、様々なスポーツにおける指導理論

やコーチングについて色々な視点から追求していきたいと考えております。ま

た、体育会男子ハンドボールの発展にも監督として貢献していきます。 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・ハンドボールのゲームパフォーマンス分析 

・トップレベルの指導者の指導方法の追求 

・効果的な体育授業の検討 

 

 

・コーチング学 

・体育科教育学 

・チームスポーツ 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 専門種目であるハンドボール競技はもちろんのこ

と、様々なスポーツ現場において貢献できるように

「コーチング」の分野で研究を進めております。 

 具体的研究内容は、様々なカテゴリーにおける試

合映像のゲーム分析や、選手や指導者のプレーの評

価方法を検討することであり、それらを検討するこ

とで実践現場に有用な知見を得ることを目指してい

ます。 

 

研究の概要 
 

ハンドボール、ゲームパフォーマンス分析、 

コーチング、指導法 

キーワード 

研究テーマ 

 

・球技種目やそれ以外の種目のゲーム分析 

・トップレベルの指導者の指導法の追求（ハンドボール） 

・トップレベルの指導者の指導法の追求（様々な競技種目） 

・卓越した指導者の指導理論と体育授業への応用 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

東海地方のハンドボールチームとの連携 

学校体育現場におけるハンドボール授業の提案 

トレーニングプログラムの共同研究 

企業への期待 
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保健医療学部健康スポーツ科学科 教授 今泉 佳宣 Imaizumi Yoshinori 

e-mail ： imaizumiy@alice.asahi-u.ac.jp 
電 話 ： 058-253-8001 

京都府立医科大学医学部卒  

医学博士  

主な担当科目 スポーツ医学、機能解剖学  

主な所属学会 : 日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会  

        日本脊椎脊髄病学会 

・Quantitative Analysis of Spinal Spastic Gait with a Giant Force Plate  

・放射線照射後の脊柱変形  

・四大骨折 

 代表的な 

 著書・論文 

私は整形外科医です。これまで二十年以上にわたり脊椎麻酔疾患患者さんの

治療にたずさわってきました。脊椎脊髄疾患はまだまだ解明されていないこと

が多く、さまざまな研究の余地が残されている分野といえます。学生スポーツ

選手のなかにも脊椎脊髄疾患に悩まされている人がいます。少しでも私がそう

した人たちの役に立てればと思っています。 

一言アピール 

脊椎脊髄疾患の病態がより解明されることにより、腰痛や脊髄損傷による

四肢麻痺の患者さんの日常生活動作やスポーツ活動を手助けすることので

きる道具の製作や進化を期待します。 
企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・脊椎脊髄疾患の保存療法に関する研究  

・脊椎脊髄疾患の手術療法に関する研究 

 

 

・脊椎脊髄疾患の予防  

・脊椎脊髄疾患における難治性疼痛の治療 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

腰痛に代表されるように脊椎脊髄疾患は関節疾患

とならび頻度の高い運動器疾患である。脊椎脊髄疾

患患者は若年者から高齢者まで幅広く、疾患の種類

も多岐にわたっている。これら脊椎脊髄疾患の治療

法は手術を行わない保存療法と手術療法の 2 つに分

けることができる。それぞれの治療法には長所と短

所が存在するが、これら 2 つの治療法を上手く使い

分けることで、より患者のニーズに合う治療が可能

であると考えられる。 

研究の概要 
 

 

脊椎脊髄疾患 保存療法 手術療法 

キーワード 

研究テーマ 

 ・学生スポーツにおける整形外科的メディカルチェックの現状と問題点  

 ・学生スポーツ選手の腰痛の治療と予防  

 ・学生スポーツ選手における腰椎手術後のスポーツ復帰状況 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ学科 講師 岩佐 直樹 Iwasa Naoki 

e-mail ：  

電 話 ： 

中京大学大学院体育学研究科博士課程満期退学、修士（体育学） 

主な担当科目：体育・スポーツ史、スポーツ社会学、レクリエーション指導

実習など 

主な所属学会：日本体育学会、スポーツ史学会、日本スポーツとジェンダー

学会等 

・岩佐直樹ら（2022）日本レクリエーション協会が 1951 年に制定した「レクリ

エーション指導者資格検定規程」に関する研究．体育史研究第 39 号，pp.1-11 

・岩佐直樹ら（2019）国家公務員法第 73 条にもとづくレクリエーション活動

の普及・発展プロセスに関する研究．中京大学体育研究所紀要 33，pp.105-112 

 代表的な 

 著書・論文 

体育・スポーツに関わる歴史に関わらず、幅広く知識を身に付け、さまざまな

ものを吸収していきたい。 
一言アピール 

最新技術と人文社会系の分野が融合できる内容を見つけていきたい。 企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・1951 年に日本レクリエーション協会が制定したレクリエーション

指導者資格検定規程の制定過程及び規定内容の検討 

・終戦後のレクリエーション指導者資格及び指導者の活動の検討 

 

歴史学、社会学、政治学、行政史 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

1938 年に設立された日本厚生協会は、終戦後に日

本レクリエーション協会に改組された。終戦後の

日本レクリエーション協会の規程には、戦前には

みられなかった指導者養成に関する項目が規定さ

れた。この規程の制定過程や規定内容の検討を通

して、終戦後のレクリエーション活動について検

討を行っている。 

研究の概要 
 

レクリエーション、指導者資格、戦後 

キーワード 

研究テーマ 

現在の研究を深化させ、戦前のレクリエーション活動（厚生運動）について

の検討も進めていきたい。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科 教授  奥山 徹   Okuyama Tooru 

e-mail ： okuyama@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３４４ 

豊橋技術科学大学工学部物質工学課程卒、豊橋技術大学大学院工学研究

科修了、物質工学専攻、 

工学修士（豊橋技術科学大学）、理学博士（大阪大学） 

豊橋技術科学大学工学部情報工学系 講師 

主な担当科目：情報ネットワーク論、情報セキュリティ論、 

主な所属学会:日本化学会、電子情報通信学会、IEEE 

 

著書：「TCP のしくみと実装」、CQ 出版 

論文：Zheng GUO and Tohru Okuyama, " Consideration of Shared 
Certificate in New Trust Model for PKI Interoperability", 
Proceedings of Fourth International Conference in IT & 
Application (ICITA2007), Harbin, China, pp.51-55, 2007/1 

 代表的な 

 著書・論文 

データが氾濫する社会において、自分の関係するデータをどのようにして、

自分でコントロールできるかは重要な問題である。そのような問題意識を取

り込んだネットワークの制御系について考えてみたい。それが、情報ネット

ワークが真の社会インフラとなるための道と考えている。 

一言アピール 

経

営

学

研

究

科 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・ライフログデータの収集と管理について（例えば、医療情報関連企業と共

同してヘルスケアレコードの自己管理体制の確立） 

・P2P による多極分散型の相互バックアップ体制の確立（企業よりは、個人

や NPO と協力して推進予定） 

企業への期待 

・ネットワーク経済学 

・新しいマン－マシン系のあり方に関する研究 

・ライフログデータのセルフコントロールに関する研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・情報通信プロトコル（主に TCP）に関する研究 

・分散情報処理システムの研究 

・企業の情報資産分析とリスクマネージメント 

・緊急対応時のネットワークの再構築について 

 

 

超ロバストネットワークの構築、互助ネットワ

ークの構築、クラウドコンピューティング 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 情報ネットワークのプロトコル、特に TCP の効率

化についての研究。情報ネットワーク上での分散情

報処理システム（主にデータベースを中心としたも

の。）の構築と運用に関する研究。成果としては現在

の JPNICにおけるWHOISデータベースの原型を作成。 

 最近では、危機管理の一環として、平時の情報資

産分析とリスクマネージメント、緊急時のアドホッ

クネットワークによりネットワーク経路制御の再構

築、個人の持つ情報資産のパブリックネットワーク

上での相互バックアップ体制などについて研究。 

研究の概要 
 

情報通信プロトコル、情報資産分析、リスクマネ

ージメント、ネットワーク再構築 

キーワード 

研究テーマ 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  准教授 角田 和代 Kakuta Kazuyo 

e-mail ： kkakuta@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７０ 

玉川大学文学部教育学科卒、愛知教育大学大学院教育学研究科修了、保健体

育専攻、修士（教育学） 

教歴・職歴：スポーツ事業企業、名古屋市公立学校教諭、鈴鹿大学国際人間

科学部国際人間学科 講師、准教授 

主な担当科目：野外活動論、生涯スポーツ論 

主な所属学会：日本体育・スポーツ経営学会、日本スポーツ産業学会 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

・スポーツチームの知識創造マネジメントに関する研究 

・教科体育における学習者の意欲に関する研究 

・スキー/野外活動と健康に関する研究 

 

 

 

生涯スポーツにつながる体育指導 

大学運動部と教育 

野外スポーツ産業の新たな市場 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 部活動を中心とした競技スポーツは、勝利至上主

義に陥りやすいのが現状です。その環境の中で、懸

命に勝利を目指す選手である生徒や学生の苦労は

計り知れません。その苦労の中から、選手各自の「強

み」を見出し、スポーツ選手と社会との不均衡な関

係において、あえて「矛盾を創り、楽しむ」ことを

モットーに、経営理論を基盤に研究しています。 

 また、自然溢れる環境におけるアクティビティ、

スポーツを通して、人が地球と有機的なつながりを

持つことにも関心を持っています。 

研究の概要 
 

スポーツマネジメント、知識創造、野外スポーツ、

ハイブリット・スキーイング 

キーワード 

研究テーマ 

 

・心身の健康維持・促進に貢献する新たなスキー市場の構築における基礎的研究 

・社会に貢献するアスリートの教育 

・生涯スポーツに繋がる野外学習についての研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「スポーツチームの知識創造」スキージャーナル 共著 

   「脱筋力主義 スポーツ上達のコツ」スキージャーナル 共著 

論文：「試合成績を高めるスポーツチームのマネジメントに関する研究〜やわら 

      かな制御を手がかりにして」 愛知教育大学保険体育講座研究紀要 

 代表的な 

 著書・論文 

私が大切にしているのは、恩師からいただいた言葉「Make and enjoy 

contradiction ：矛盾を創り、楽しむ」です。競技選手だった 10 代、企業で模

索した 20 代、教員として無我夢中で働いた 30 代、そして、40 代からは大学で

苦笑いしながら暗中模索の日々を過ごしています。 

一言アピール 

予期せぬ環境の中で、社会の矛盾を感じた時に企業の「強み」を発揮するのは、

スポーツに真剣に打ち込み、さらにマネジメントについても学んだ学生ではな

いかと考えています。スポーツでただならぬ矛盾を抱えながらも、グッと顔を

上げて微笑みながら、周りと協働できる学生の育成を目指しています。 

企業への期待 
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保健医療学部健康スポーツ科学科 教授 梶山 俊仁 Kajiyama Toshihito 

e-mail ： kajiyama@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３５５ 

筑波大学体育専門学群卒業，筑波大学大学院体育研究科修了， 

広島大学大学院教育学研究科文化教育開発専攻修了，博士（教育学） 

第一勧業銀行(現みずほ FG)，警察庁中国管区警察学校 

主な担当科目：コーチング論、トレーニング論、実技指導法(球技)、 

実技ラグビー 

主な所属学会：日本体育学会，日本コーチング学会，日本スポーツ教育学会 

 

1.タグラグビーの学習内容に関する一考察 ～「ボール持ち運び」時の状況に着目して～ 

2.2017 年と 2018 年のスクラムに関するルール変更がラグビーのゲーム様相に及ぼす影響について 

3.2017年度ワールドラグビー試験的ルールの検証 

4.ラグビーフットボール競技における高強度ランニング時のプレー局面に関する研究 

5.DLT 法を用いたブロック大会レベルの 7人制ラグビーゲーム中の運動強度 

 代表的な 

 著書・論文 

私はこれまでラグビーを通じて，幼児から大学生まで幅広い年代のスポーツ指導に

携わってきました．また，ゴール型球技，特にラグビーの普及と育成に関わる指導方

法やトレーニング方法の開発にも取り組んできました． 

これら経験を生かして，スポーツ現場とスポーツ科学『実践と理論』の融合を目指

し，今後もコーチング現場に貢献できたら良いと考えています． 

一言アピール 

ゲームパフォーマンス分析のスポーツ指導現場への提案 

ゲームパフォーマンス分析ソフトの開発に関する共同研究 

ジュニアアスリートのコーチング支援とトレーニングプログラムの共同開発 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・球技のゲームパフォーマンス分析 

・球技の種目特性における運動強度と運動内容に関する研究 

・ラグビーの普及と育成プログラムの開発 

・球技における心技体に関するトレーニング法の研究 

コーチング学 

体育方法学 

スポーツ教育学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

現代のスポーツ指導は，スポーツ科学の理論とスポーツ現場の実

践の融合が求められています．これまでの私自身のコーチング経験

をもとに，様々なスポーツ現場への貢献を目指しております． 

具体的には，トップアスリートのゲームパフォーマンス分析を通

じて効果的なトレーニング法の開発を行っています．また，学校体

育や地域のスポーツクラブを対象としたスポーツの普及や育成プロ

グラムの開発にも取り組んでいます．このような研究活動を通じ

て，スポーツの社会的な価値をより高めることができれば良いと思

っています． 

研究の概要 

記述的ゲームパフォーマンス分析， 

ゴール型球技，運動強度，楽しさ 

キーワード 

研究テーマ 

球技のコーチング法に関する一般理論の確立 

・戦略(チームマネージメント)に関すること 

・戦術(トレーニング)に関すること 

・スキル(動きつくり)に関すること 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  教授  加藤 尊 Katou Takeru 

e-mail ： t-kato＠alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１８５６ 

日本体育大学体育学部体育学科卒、日本体育大学大学院体育学研究科修了、英国 ノ

ッティンガム大学 医学部 生理学・薬理学科（研究生）、英国 ラフバラ大学 ス

ポーツ科学学科 スポーツバイオメカニクス研究室（研究生）、中京大学体育学部体

育学研究科後期博士課程、博士（体育学） 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科 教授 

主な担当科目：運動生理学、スポーツバイオメカニクス演習、スポーツ科学英語 

主な所属学会：日本体力医学会、アメリカスポーツ医学会、日本運動生理学会、日本

栄養改善学会、日本スポーツバイオメカニクス学会、日本運動疫学会、日本体育学会 

 

1. Effect of low-repetition jump training on bone mineral density in 

young women, T Kato et al. Journal of Applied Physiology, 100: 839-

843, (被引用件数 174) 

2. Measuring running speed using photocells, MR Yeadon, T Kato, DG 

Kerwin, Journal of sports sciences 17 (3), 249-257, (被引用件数 80) 

3. Adolescent exercise associated with long-term superior measures of 

bone geometry: a cross-sectional DXA and MRI study, T Kato et al, 

British journal of sports medicine 43 (12), 932-935 (被引用件数 25) 

など 

 代表的な 

 論文 

若年女性から閉経後の中高年女性の骨、筋に対する運動、食事の効果を探っ

ています。近年は、人を対象とする研究は様々な制約が付き非常に大変な仕

事となっておりますが、遣り甲斐を感じながら研究を進めております。 
一言アピール 

若年女性の骨、筋に関心のある企業 

閉経後の中高年女性の骨、筋に関心のある企業 

骨強度増強のための運動の開発 など 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・骨強度を高める運動の特徴、種類などの研究 

・食事と身体組成の調査、分析 

・血管内皮機能と骨強度の関連 

・若年女性と閉経後の中高年女性での骨、筋へ運動の種類が及ぼす影響 

 

特定保健指導を含む領域 

メタボ、ロコモを含む領域など 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

若年女性から閉経後の中高年女性まで、幅広い年

齢層の女性の骨、筋への刺激として高い効果の期

待が出来る運動の特徴付けを行っている。また、

食事調査を基に、ある特定の栄養素と骨、筋、動脈

硬化初期症状を検出できるといわれる血管内皮機

能との関係を明らかにすべく横断的、また、縦断

的な測定を行っている。 

研究の概要 
 

骨塩量、骨密度、骨形態、運動、身体組成、食事、

血管内皮機能、若年女性、閉経後の中高年女性 

キーワード 

研究テーマ 

閉経後中高年女性の骨に効果的な運動の種類、トレーニング頻度、回数の解明 

運動と食事のバランスが骨、筋へ及ぼす影響 

ある特定の栄養素の骨、筋への関与 

 今後進めて 

 みたい研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  講師  禿 隆一 Kamuro Ryuichi 

e-mail ： r-kamuro@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７４ 

University of Northern Colorado Sort and Exercise Science Physical 

Education Liberal Studies 卒、理学学士；スポーツ科学専攻・コーチング副

専攻、大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科 スポーツ運動・コーチ科学領

域博士前期課程修了、修士（スポーツ科学） 

前 中京大学スポーツ科学部競技スポーツ科学科 助教 

主な担当科目：スポーツ実技Ⅶ（バレーボール・バスケットボール）、 

専門演習 

主な所属学会：日本体育学会、バスケットボール学会 

 

修士論文：「大学男子バスケットボールにおけるスクリーンプレイの役割ー

攻撃パターンからの検討ー」 

研究資料：「歩数計を用いた大学体育バスケットボールの授業が受講者の歩

数と得点や勝敗に及ぼす影響」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

バスケットボールを中心として、球技スポーツの指導やコーチングを発展・貢

献できるよう日々努力を重ねていきたいと考えています。また海外留学経験が

あり、海外で培った経験を本学だけでなく様々な場所で発揮できればと考えて

います。 

 

一言アピール 

岐阜県のバスケットボールチームやプロスポーツチーム協賛企業との連携 

バスケットボールやスポーツに関心のある企業と共同研究 

 企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・バスケットボールに関する研究 

・バスケットボールの指導に対する研究 

・バスケットボール授業に関する研究 

・バスケットボールのゲーム分析 

 

バスケット技術のバイオメカニクス的研究 

バスケットボールと重心動揺の関係 

チームスポーツにおけるコーチング、 

学校体育における球技の授業指導 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

バスケットボールゲームの中ではシュートやパス、

ドリブルなどの様々な技術や、スクリーンプレイや

パスアンドランなど様々な戦術が見られ、各カテゴ

リーにおける試合映像から、技術・戦術を分析し、

試合の展開によってどのような特徴があるか明ら

かにし、バスケットボールのゲームで勝利をする為

にどのようなコーチングを試合で行うべきか、また

その分析によってより実践的なバスケットボール

指導に役立てるための研究を行なっています。 

研究の概要 
 

バスケットボール、ゲーム分析、スクリーンプレ

イ、コーチング。 

キーワード 

研究テーマ 

球技スポーツにおけるゲーム分析 

コーチング、リーダーシップ 

学校体育の授業方法についての研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  講師  窪田 友樹 Kubota Yuki 

e-mail ： kubota@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３８６ 

筑波大学体育専門学群卒、筑波大学大学院人間総合科学科修了、修士（体育学） 

本学以外での主な教歴・職歴：関東学園大学経済学部経営学科 助教 

スロベニア、アメリカ合衆国、スイス 柔道ナショナルチームコーチ 

主な担当科目：運動学、体力測定評価法、スポーツ心理学実験実習 

主な所属学会：日本武道学会、日本体育・スポーツ・健康学会 

 

 

特に柔道が専門となりますが、スポーツ科学と競技力を進化、向上させるため

の手法の追求に注力しています。 

 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

・武道（柔道）に関する研究 

・柔道授業における安全な指導法の研究 

・競技力向上のための指導方法に関する調査、分析 

 

 

・柔道を専門としない教諭が、「柔道」授業を受け持

ったときに安全で効果的に「柔道」授業を進める授

業方法や指導案を研究しています。 

 

・柔道のコーチングおよび競技力向上に関する研究

を競技者、指導者、審判員の観点から行っています。 

 

・定期的に柔道行っている小学生柔道選手の浮趾の

有無、体力、下肢筋力を調べ、これらとの関連性を検

証し、柔道が及ぼす浮き趾の予防効果について検討

しています。 

 

 

研究テーマ 

 

武道、コーチング、競技力向上、武道必修化、運動

強度、重心動揺、足圧分布、浮趾 

 

 

・武道等指導充実・資質向上支援事業 

 

・武道家の足裏形態および足圧分布の測定調査 

・足裏形態および足圧重心への武道特有動作の効果 

・審判講習会等における教材作成 

 

今後進めて

みたい 

 研究領域 

 

危険予測トレーニング（KYT）を活用した、審判講習においての教材作成や学習

方法の開発 
企業への期待 

著書：「柔道指導のサイエンス 〜柔道授業や部活動に役立てるために〜」 

（共著、2018 年、公益財団法人全日本柔道連盟 ISBN 978-4-907330-08-8） 

「柔道部活動“安全で楽しい中学校柔道部活動指導ガイドブック（DVD 付）」 

     （共著、2017 年、公益財団法人全日本柔道連盟 ISBN 978-4-907330-07-1） 

論文：「大学男子柔道選手の体力向上に向けた足技かかり練習の至適ペース探索：

代謝・内分泌指標による基礎的検討」 

（共著、2020 年、体育学研究 65,793-804） 

 代表的な 

 著書・論文 

研究の概要 キーワード 

研究の応用分野・発展可能領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  准教授  庄司 直人 Shoji Naoto 
e-mail ： shoji@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： 

学位：博士（スポーツ健康科学）（順天堂大学） 

所属学会：人間工学会、人類働態学会、日本体育学会など 

主な担当科目：リーダーシップ論、キャリア形成Ⅰ・Ⅱ 

論文：人間工学ナッジを事例とした COVID−19 による社会不安軽減に向けたリ

サーチイシューの提案 CBRNE 災害におけるクライシスエマージェンシ

ー・リスクコミュニケーション,人間工学, 2020, 56(2), 49-57 

論文：「超急性期災害医療対応を想定した組織レジリエンス・トレーニング「宝

さがし」のトライアル, 人間工学, 2018, 54(6), 219-225 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

チームの絆を強くするチームビルディングのファシリテーションを得意として

います。これまで、関係の改善、コミュニケーション量の増加、影響力発揮に

関する効果検証を行ってきました。 

一言アピール 

リーダーシップ開発やチームビルディングは、組織の状況に合わせたテーラーメ

イドでデザインされます。さまざまな状況の解決を図りたい企業との実践的な共

同研究により、有効な手法の蓄積を目指したいです。 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・リーダーシップ 

・大学スポーツ組織のインテグリティ 

・スポーツチームのチームビルディング 

・超急性期災害医療を想定した組織レジリエンス 

 

・スポーツチーム 

・企業 

・災害医療チーム 

・学校 

あらゆる組織・小集団などに応用可能 

研究の応用分野・発展可能領域 

組織行動学をベースにリーダーシップ研究に従事

しています。現在は大学スポーツチームのインテグ

リティを評価する指標の開発、インテグリティと競

技及び学業成績との関連を明らかにすること、イン

テグリティを備えた組織づくりを進めるオポチュニ

ティ・マネジメント手法の確立を目的とした研究に

取り組んでいます。 

また、災害医療など不確実性の高い状況における

レジリエンスの研究を続けています。 

研究の概要 
 

リーダーシップ、チームビルディング、組織文化、

組織変革、組織レジリエンス 

キーワード 

研究テーマ 

・産業組織のチームビルディング 

・災害医療チームのリーダーシップ開発 

・スポーツチームのリーダーシップ開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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・運動・スポーツの動作学的研究 

(スポーツバイオメカニクス、スポーツ生理学) 

・健康・体力・トレーニングについての調査、分析 

・障害者スポーツに対する動作学的研究 

・低重量環境下における筋－神経系活動に関する研究 

保健医療学部健康スポーツ科学科  教授  菅嶋 康浩 Sugajima Yasuhiro 

e-mail ： ysugajima@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３５１ 

中京大学体育学部体育学科卒、中京大学大学院体育研究科博士課程修了（体育学専

攻）、博士（体育学） 

名古屋芸術大学デザイン学部教養部会教授、カナダ・アルバータ大学体育学部訪問

研究員、中京大学大学院体育学研究科実験実習助手 

主な担当科目：スポーツ科学入門、スポーツ生理学、運動生理学実験、基礎演習、

専門演習 

主な所属学会：日本宇宙航空環境医学会（評議員）、日本健康医学会（評議員）、

日本体育学会、日本体力医学会、日本バイオメカニクス学会、日本アダプテッド体

育・スポーツ学会 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

著書：「健康運動プログラムの基礎～陸上運動と水中運動からのアプローチ～」

（共著、2005 年、市村出版） 

論文：「Electromyographic study on isometric contraction of hip joint 

flexor muscles in simulated microgravity environment.」（共著、1995 年、

宇宙環境医学 第 32 巻） 

「Characteristic changes of  motor unit activity in hip joint flexor 

muscles during voluntary isometric contraction during water immersion.」

（共著、J Electromyogr Kinesiol、第 6 巻） 

 代表的な 

 著書・論文 

動作分析、筋活動などバイオメカニクス的手法あるいは呼吸循環応答など生理

学的手法を用いて運動やスポーツ動作の特徴づけや競技力の向上、あるいは健

康・体力づくりに関する研究を行っている。その対象としてスポーツ選手はも

ちろんのこと、子供から中高年齢者、さらには障害者まで広く対象として調査

研究を進め、教育や健康スポーツ現場で活用できる有益な知見を提供したい。 

 

一言アピール 

・健康・体力に係る企業と連携 

・スポーツ健康科学に関心のある企業と共同研究 

・障害者のパワーリフティング、チェアスキーのデータ収集、低重量環境へ

の適用・応用、〇〇の提供、〇〇の導入 

・アスリート育成、健康づくり支援の事業化とビジネスモデル構築 

企業への期待 

 

運動やスポーツ動作の特徴づけや競技力の向上、

あるいは健康・体力づくりを主たるテーマに取り

上げて、動作分析、筋活動などバイオメカニクス的

手法あるいは呼吸循環応答など生理学的手法を用

いて研究を行う。スポーツ選手、子供から中高年齢

者、さらには障害者まで広く対象として調査研究

を行う。 

また水中や宇宙など我々を取り巻く環境条件の変

化に対する生体応答についても研究する。 

研究の概要 

 

・スポーツ健康産業（知識経験提供） 

・スポーツ科学研究施設（アスリート育成） 

・スポーツ用品業界（商品開発） 

・医療、福祉関係（スポーツ科学的見地からサポート） 

研究の応用分野・発展可能領域 

研究テーマ 

・運動・スポーツの動作学的研究 

・健康・体力・トレーニングについての調査、分析 

・障害者スポーツに対する動作学的研究 

・低重量環境下における筋－神経系活動に関する研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

動作分析、筋活動、呼吸循環応答、健康体力づくり、

アダプテッドスポーツ 

キーワード 
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保健医療学部健康スポーツ科学科 講師 髙橋 篤史 Takahashi Atsushi 

e-mail ： tatsushi@alice.asahi-u.ac.jp 
電 話 ：058-329-1385 
中京大学体育学部体育科学科卒、中京大学大学院体育学研究科修了 

修士（体育学） 

愛知淑徳大学健康スポーツ教育センター助教 

主な担当科目：スポーツⅡ（水泳）、スポーツ科学入門、基礎演習、基礎演習 

主な所属学会：日本体育学会、日本水泳・水中運動学会、日本トレーニング

科学会 

 

論文：日本水泳連盟科学委員会報告 平成 25 年度競泳ナショナル強化選手

合宿（鈴鹿）における科学サポート（共著） 

論文：インターバルトレーニングにおける Critical Combination の決定及

び運動処方モデルへの活用（共著） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

専門分野で培った経験から、競泳競技におけるパフォーマンス発揮の最適化

やトレーニング効率の向上を目指しています。研究対象は競泳競技ですが、

事象を注意深く分析し、改善策を検討する作業はどのスポーツにも必要な要

素だと考えます。 

 

一言アピール 

急速に発展を遂げているＡＩの技術を導入し、競技力向上を目的とするスポー

ツ選手や健康増進を目的としたスポーツ愛好家等、様々なレベルのスポーツ実

施者が、自己の成長を認識できるシステムを構築したいと考えいてます。 企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

・競泳競技におけるレースの局面分析 

・パフォーマンス向上に向けたトレーニングの最適化 

 

身体的特徴を考慮した競泳競技におけるパフォ

ーマンス発揮の最適化 

データを活用した水泳指導及びコーチングスキ

ルの向上 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

・競泳競技において、トレーニング計画やパフォー

マンスの評価を自己の感覚や経験則だけでなく、

より具体的で詳細な数値データを基に課題を明確

化し、効果的かつ効率的にトレーニングがなされ

るよう研究を行っています。具体的には、競泳競技

における各通過時間や各局面に関するストローク

頻度等の最適化の実現に向けて検討しています。 

研究の概要 
 

競泳競技、レース分析、トレーニング、水泳指導 

キーワード 

研究テーマ 

 

・国内各地方ブロックにおける競泳レースパターンの比較・検討 

・海外と国内の有力選手での競泳レースパターンの比較・検討 

・育成段階（18 歳以下）における海外と国内の競泳レースパターンの比較・検討 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  教授  髙橋 幸平 Takahashi Kohei 

e-mail ： kstaka1002@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２９４ 

筑波大学体育専門学群卒、運動生理学専攻 

岐阜県教育委員会体育健康課長 

岐阜県立岐阜総合学園高等学校長 

総合型地域スポーツクラブ「ぎふ瑞穂スポーツガーデン」理事長 

主な担当科目：スポーツ行政論、保健体育科教育法 

主な所属学会：中部教育学会 

著書：「保健体育科教育法（大修館書店）：体育理論の学習指導案」 

論文：「生涯を通じて豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てる 

体育授業」、「アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた保健学習の指導」、 

「特別活動及び部活動の教育的効果」 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 代表的な 

 著書・論文 

健康や体力は、私たち人間の「生きる力」の源である。わが国の将来を担

う子どもたちが、運動やスポーツを存分に楽しみながら、健康や体力、コミ

ュニケーション能力を高め、これからの時代をたくましく生き抜くことがで

きるよう、学校体育や地域スポーツの環境づくりを推進していきたい。 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・保健体育科教育に関する研究 

・運動部活動の指導に関する調査、分析 

・地域スポーツの推進に関する企画、運営 

 

・岐阜県高校教育研究会保健体育部会との連携 

・岐阜県運動部活動指導員派遣事業との連携 

・岐阜県地域スポーツ支援事業との連携 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

これからの変化の激しい時代を生きる児童生徒

が、明るく豊かで活力ある生活を送るには、生涯に

わたり豊かなスポーツライフを実現することが重

要である。そのためには高校卒業後に少なくともひ

とつの運動やスポーツを継続できるよう、幼いころ

から運動の楽しさや喜びを味わい、運動への興味関

心や意欲を高める必要がある。 

児童生徒が運動やスポーツに親しみ、豊かな人生

を送ることができるよう、保健体育の学力を高める

方策やスポーツの環境整備について研究する。 

研究の概要 
 

保健体育の学力、豊かなスポーツライフ、部活動

の教育的効果、地域スポーツの拠点づくり 

キーワード 

研究テーマ 

・保健体育の学力を高めるための指導内容と方法について 

・少子化が進む中での持続可能な学校部活動の在り方について 

・学校の運動部活動や地域のスポーツクラブの在り方など、今後のスポーツ 

環境の整備と拠点づくりについて 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

体育授業の運動用具開発に関する企業と連携 

運動部活動の指導者派遣に関する企業と連携、 

地域スポーツの推進に関する企業と連携 
企業への期待 
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・ 高齢者の運動処方に関する研究（最新は，二重課題トレーニ

ングの効果について） 

・ 高齢者の自立度評価に関する研究—光学センサーを使った客観

的指標の作成 

・ 地域型運動の有効性について 

・ Nordic walking の運動効果について 

著書：ウエルビクス運動のすすめ, 竹島伸生編著，ナップ, 12 月, 2017 他 31 冊 
論文：Effects of 12 weeks of Tai Chi Chuan training on balance and functional fitness in 
Japanese older adults. N. Takeshima, et al. Sports, 5:2, 32, 2017; Effect of a concurrent well-
rounded exercise training using a floor-based exercise station in older women. A. Imai, N. 
Takeshima et al., Int J Sport Health Sci, 15:168-178, 2017; Effects of a 12-week marching in 
place and chair rise exercises on mobility function and ADL in frail older adults. Y. Kato, N. 
Takeshima et al, J Phys Thera Sci, 30:549-554, 2018; 中高年女性を対象とした 2 種類の
Nordic walking の運動効果の比較. 藤田英二ら, 体育学研究(早期公開中 ID17053), 2018; 
Evaluating activities of daily living using an infrared depth sensor: KINECT. M. Kusunoki, N. 
Takeshima et al., Disab Rehabil: Assist Technol, 
https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1449020 他１４６編 

 今後進めて 
 みたい 

 研究領域 

保健医療学部健康スポーツ科学科  教授  竹島 伸生  Takeshima Nobuo 

e-mail ： takeshima@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３５２ 

中京大学体育学部体育学科卒、中京大学大学院体育学研究科修了、体力学専攻、 

医学博士（愛知医科大学） 

鹿屋体育大学体育学部教授（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：ヘルスプロモーション、健康運動，エイジング論，発育発達論 

主な所属学会：体育学会、体力医学会，アメリカスポーツ医学会 

 

       

 

 

一言アピール 

高齢者の健康づくりに関連する企業との連携 

自立度評価法作成に対して興味を持っている企業団体との連携 

 
企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

長期に亘って高齢者の運動による健康づくり，自立維持が私の一貫した研究テーマ 

でした。国内外で高齢者の支援が叫ばれる中で真に有効な具体的な方法を見出すこ

とがなによりです。そのためには個人差やコンディションの違いが大きい高齢者の

支援をいかに進めるかが課題ですが，私の経験では住民主導型の地域型運動がなに

よりです。取り組んでみませんか？ 

岐阜県下における高齢者に対する地域型運動(community-based exercise)の展

開（すでに愛知，長野，島根，福岡，鹿児島，鳥取などでは普及） 

 

研究テーマ 

 

これまでに 30 年に亘り，元気な高齢者から虚弱な高

齢者に至る幅広い層に対して定期的な運動による効

果を研究してきた。運動の効果は明らかに行う運動

によって効果に違いが生ずる（特異性）ために複合

的（有酸素性，筋トレ，柔軟，バランス）な運動を行

うことのメリットや具体的な運動方法を研究してき

た。一方，虚弱者支援のために，現在は高齢者の自立

度を客観的に評価するために工学や情報工学の研究

者らと学際的に研究を進め，工学センサー(Kinect)

を使った動作分析研究を重ねている。 

 

研究の概要 
 

高齢者，運動効果，複合運動（ウエルビクス），虚

弱者支援，自立度評価 

 

キーワード 

 

リハビリテーション， 

高齢者介護 

地域保健 

地域住民の自立維持と健康づくり 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 代表的な 

 著書・論文 
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保健医療学部健康スポーツ科学科  助教  塚中 敦子 Tsukanaka Atsuko 

e-mail ： tsuka@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７９ 

中京大学体育学部健康教育学科卒、中京大学大学院体育学研究科博士課程修了

（体力学専攻，博士（体育学））、岐阜女子大学家政学部健康栄養学科卒（管理

栄養士）、岐阜県スポーツ科学トレーニングセンター（測定員）、京都光華女子大

学健康科学部健康栄養学科（特任講師） 

主な担当科目：スポーツ栄養学、スポーツ実技Ⅳ（陸上競技） 

主な所属学会：日本体育学会、日本体力医学会、日本スポーツ栄養学会 

 

著書：「健康運動プログラムの基礎 ～陸上運動と水中運動からの科学的アプロ

ーチ～ 北川薫編著」 第３章運動と貧血を担当（2012 年） 

論文：「Changes in serum haptoglobin concentration by treadmill-running 

and ergometer-cycling」（2000） 

「身体運動による味覚嗜好の変化に関する研究」（2022） 

 代表的な 

 著書・論文 

私は中学生の時から大学まで陸上競技の中・長距離種目をやっていました。大学生のと

きに貧血で思うように走ることができないことがあり、全日本インカレ出場の参加標準記

録突破を目指した試合では貧血が原因で達成できなかったことから、スポーツ選手の貧血

に着目して研究をしてきました。これまでは運動による貧血の要因について研究してきま

したが、これからは貧血の予防に関する研究を行いたいと考えています。 

 

一言アピール 

・非侵襲的にヘモグロビン濃度（貧血の指標となる血液成分）の測定機器を取り扱

う企業で、測定機器を使用する現場として紹介してもらうこと。 

・学内食堂で、アスリートの食事やバランスのよい食事などの提案を行うこと。 
企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・スポーツ競技者の貧血に関する研究 

・運動が血管内溶血に及ぼす影響 

・スポーツ選手の貧血の予防に関する研究 

・若年女性における貧血の発生頻度と鉄・たんぱく質摂取の関係について 

 

・スポーツ指導者に運動と栄養の正しい知識の理

解をしてもらうこと。 

・スポーツ競技者の栄養とその栄養の摂り方を理

解し、自己管理ができるようにすること。 

・健康づくりのための運動と栄養について、その人

自身が理解して実行できるようにすること。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

これまでの研究では、スポーツ競技者の貧血は

競技成績を低下させるため、選手にとっては深刻

な問題となっている。その貧血の一要因とされる

血管内溶血について、主に足にかかる衝撃が強い

運動に起こること、また、運動時に上昇する血中乳

酸濃度は、一時的に赤血球膜の脆弱性（壊れやす

さ）を高めるが溶血に至らないことを証明した。 

 そして、血管内溶血は膜の脆弱性が高い赤血球

から壊れるのという仮説を検討したところ、その

傾向が見られたことを示した。 

 

研究の概要 
 

運動性・スポーツ性貧血、血管内溶血、 

運動・スポーツと栄養 

キーワード 

研究テーマ 

・スポーツ選手の貧血予防に関する研究（早期発見の指標とその対策） 

・健康づくりのための運動と栄養について（興味を持っているもの） 

・高齢者のフレイル（虚弱）・サルコペニアの予防と改善に対する食事や運動につ

いて（興味を持っているもの） 

・大学スポーツ選手におけるトレーニングが味覚嗜好に及ぼす影響について 

 （現在、取り組んでいること） 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 



６８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療学部健康スポーツ科学科  講師  土田 洋 Tsuchida Hiroshi 

e-mail ： hiroshit@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７６ 

中京大学体育学部健康教育学科卒、中京大学大学院体育学研究科修了、体育学専

攻、修士（体育学） 

愛知淑徳大学健康スポーツ教育センター 助教（本学以外での主な教歴・職歴） 

主な担当科目：学校保健、安全教育 

主な所属学会：日本学校保健学会、日本安全教育学会、日本体育学会 

 

論文：「大学生の健康診断と健康管理の意義（中京大学体育学論叢）」 

：「大学生の入学後３年間の肥満関連指標の変化（学校保健研究）」 

：「大学生の生活習慣について（愛知淑徳大学論集）」 

：「大学生の体格・体力の現状（愛知淑徳大学論集）」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 

青年海外協力隊ＯＢ（平成９年度１次隊、ジンバブエ共和国、体育）とし

て培った様々な環境への順応性を活かして、研究及び教員を目指す学生指導

に尽力します。 

一言アピール 

・学生のスポーツ障害予防に関心のある企業と共同研究 

・大学生の血液検査のデータ収集に関心のある企業と共同研究 

・安全な自転車開発を進めている企業と連携 

 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

・部活動に関する教員の負担感や生徒の自己効力感について 

・子どもの運動能力向上プログラムの評価 

・ポールウォーキングによる高齢者の運動意識および体力評価 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

・大学生の健康診断に関する研究 

・部活動時のケガについての調査、分析 

・小中学生における自転車の安全運転に関する研究 

 

 

・大学生のスポーツ障害と生活習慣との関連 

・部活動におけるメンタルヘルス 

・自転車事故の減少につながる研究 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

主に学校保健及び安全教育に関係のあるテーマ

について以下の３つについて研究している。 

１）大学生の健康診断において異常値を示した項目

と生活習慣などとの関連について分析している。 

２）部活動時のケガの発生に関する研究のため先行

研究の収集及び分析を行っている。 

３）小中学生における自転車の安全運転に関する研

究のため先行研究の収集及び分析を行っている。 

研究の概要 
 

学校保健、健康診断、部活動、スポーツ障害、 

安全教育 

キーワード 

研究テーマ 



６９ 

  

 

保健医療学部健康スポーツ科学科 准教授 林 卓史   Hayashi Takafumi 

e-mail ： hayashi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３９４ 

岩国高校、慶応義塾大学総合政策学部卒、日本生命、慶応義塾大学大学院健康

マネジメント研究科修了スポーツマネジメント専修、修士（健康マネジメント

学）博士（政策・メディア研究科） 

主な担当科目：マネジメントとスポーツ、スポーツ社会学、コンディショニン

グ論演習 

主な所属学会：スポーツ産業学会 

 

◆著書：スピンレート革命 

◆野球におけるストレートのリリース速度と回転速度の効力の検証 

 

 代表的な 

 著書・論文 

スポーツ、特に野球に関する研究を進めています。競技者（投手）・コーチと

して、日本代表選手（大学）、全国大会優勝（社会人）、全国大会準優勝（コ

ーチ）を経験しました。実践的な研究を進めたいと考えています。 

 

一言アピール 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

◆野球のコーチングに関する研究を進めていきたい 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

私は、様々なレベルの野球に対して球質の測定結果やセイバーメトリクスの

観点から分析を行ない、その原因にまで踏み込んだアドバイスを送っていま

す。対象チームには、企業チームも含まれています。野球のコーチングにお

いて、研究で明らかになっていることが、まだまだ実践に活かされていない

状況だと感じています。 

企業への期待 

◆投手のコーチングに関する研究 

◆野球監督の采配に関する研究 

◆継投に関する研究 

 

 

◆コーチング学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

◆投手のコーチング 

主観的データ（日誌、インタビュー）と、計測デー

タ（球速、回転数）を計測し、投手へのコーチング

の成果の検証や、成長のプロセスを明らかにする。 

◆野球監督の采配 

監督が采配に関する実践知を身につけるプロセス

や獲得した実践知を明らかにする。 

◆継投に関する研究 

野球における継投に関する研究である。特に「大学

野球で通用する投手像」を明らかにした上で、投手

陣の構成状況による継投のパターンを提案する。 

 

研究の概要 
 

監督研究、コーチング、党首、回転速度 

 

キーワード 

研究テーマ 



７０ 

 

 

保健医療学部健康スポーツ科学科 教授 藤野 良孝  Fujino Yoshitaka 

e-mail ： fujino@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３８９ 

国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科修了。博士（学術）。絵本専門

士。大学院修了後、メディア教育開発センター研究開発部助教、東京田中短期大

学こども学科非常勤講師、早大国際情報通信研究センター招聘研究員、早大こと

ばの科学研究所研究員、早大オープンキャンパス講師、スポーツ言語学会理事を

経て現職。主な担当科目：スポーツオノマトペ、メンタルマネジメント 

主な所属学会：教育工学会、教育学会、音響学会、音声学会、スポーツ心理学会 

 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・オノマトペが有する感性情報の研究 

・オノマトペのコミュニケーション法の研究 

・伝統・文化を踏襲するオノマトペの研究 

・スポーツオノマトペを用いたスポーツ指導法の研究 

・子育てにおけるオノマトペ活用法の開発・評価 

 

・臨場感溢れるオノマトペ、記憶に残るオノマト

ペの音声感性情報を活用したマーケティング面へ

の応用 

・オノマトペのインストラクションを用いたスポ

ーツ・運動学習の支援 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

・コミュニケーションを円滑にするオノマトペ（擬

音語・擬態語）の使用実態及び活用方法を学際的な

アプローチから研究をしています。 

 

・身体的な伝統・文化（音楽、スポーツなど）を踏

襲するためのオノマトペ刺激がスキル獲得、学習習

熟、記憶定着にどのように作用しているのか知覚情

報学の観点から検討しています。 

 

研究の概要 
 

オノマトペ、音声言語学、パラ言語学、音声情報処

理、スポーツ心理学、コーチング、教育工学 

キーワード 

研究テーマ 

・オノマトペのリズムで身体の燃焼効果をあげるダイエット法（ランニング）

に関する研究。 

・オノマトペのネーミングが購買意欲に与える影響に関する研究 

・都道府県別からみたオノマトペの使用実態と使用頻度に関する調査研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：藤野良孝・海保知里『あなたの「声」と「滑舌」がどんどんよくなる本』(青春出版社 2021)  

著書：『魔法の言葉ダイエット』(河出書房新社 2017） 

著書：『毎日の生活が楽しくなる「声の魔法」1 巻～3 巻』（くもん出版 2017） 

著書：『運動能力がアップする声の魔法 1 巻～3 巻』（くもん出版 2017） 

著書：藤野良孝・ミスミヨシコ『まんまあーん』（講談社 2015） 

 代表的な 

 著書・論文 

前職(独立行政法人メディア教育開発センター)で培ったニーズ調査、データ分

析、インタビュー法のノウハウを産学連携の場で生かしていきたいです。 

特に、オノマトペの有する様々な効果を活用した実践的な取り組みに興味があ

ります。オノマトペの面白さを学術的なベースで教育現場などにドンドン普及

できたら幸いです。 

一言アピール 

 

オノマトペの活用方法（営業でのコミュニケーション、商品のネーミング）に

関心のある企業と共同研究がしたいです。 
企業への期待 



７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療学部健康スポーツ科学科 教授 本田 亜紀子 Honda Akiko 

e-mail ： a_honda@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７１ 

中京大学体育学部体育学科卒，中京大学大学院体育学研究科修士課程（スポーツ

生理学系）修了，博士（体育学） 

中京大学 実験実習助手，国立スポーツ科学センター スポーツ科学部 研究員 

主な担当科目：体つくり運動，コンディショニング論 等 

主な所属学会：日本体力医学会，日本骨代謝学会，日本臨床スポーツ医学等 

「Exercise characteristics influence femoral cross-sectional geometry: a 

magnetic resonance imaging study in elite female athletes」Osteoporosis 

International, 2016.   

「Short-term intermittent hypoxic resistance training does not impair 

osteogenic response in sea-level residents」High Altitude Medicine and  

Biology, 2020. 

 代表的な 

 著書・論文 

スポーツ分野においても、様々な開発や発見があり、研究も進歩していま

す。これらを模索し続け、最高のパフォーマンスが発揮できるよう、現場

と研究が結び付くよう、少しでも力になればと思います。 

一言アピール 

 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・運動と骨に関する研究 

・女性アスリートの月経に関する調査・分析 

・低酸素環境下でのトレーニングに関する研究 

 

 

・新たなトレーニング方法や測定方法の構築 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

『スポーツを科学する』ことを目的に、生理・生化

学的な測定・分析を行ってきました。様々なパフォ

ーマンス測定をはじめ、動物やヒトを対象とした

骨の分析や、低酸素環境下で血液成分（ホルモン、

各種マーカー、サイトカイン等）がどのように変化

するのかを分析し、データを元に運動の効果につ

いて調べています。 

 また、女性アスリートの月経異常や周期別コン

ディションについての研究も行っています。 

研究の概要 
 

 

スポーツ生理学・骨・身体組成・女性アスリート 

キーワード 

研究テーマ 

 

・スポーツ生理学を元に、様々な分野とのコラボレーションを進めていきたい 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 



７２ 

       

 

保健医療学部健康スポーツ科学科教授 留学生別科別科長 松井 かおり 

Matsui Kaori 

e-mail ：kaori-m@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ：058－329－1321 

学歴：同志社大学文学部英文学科卒、名古屋大学大学院国際開発研究科満期退

学博士（学術）、CQU訪問研究員 

職歴：（株）中部日本放送報道局社員、日本聖公会名古屋学生青年センター子

ども英会話教室非常勤講師、朝日大学法学部、経営学部非常勤講師 

主な担当科目：英語、英語コミュニケーション、日本の文化、専門演習 

主な   所属学会：日本認知科学会 全国英語教育学会、外国語教育メディア学会、 

大学英語教育学会、教科教育学会、日本質的心理学会 

著書：『中学校英語授業における学習とコミュニケーションの相互性に関する質的研究：

ある熟練教師の実践過程から』（成文堂 2012） 

『ドキュメンタリー演劇の挑戦 多文化・多言語社会を生きる人たちのライフヒス

トリー』（成文堂 2017） 『演劇ワークショップでつながる子ども達 多文化・ 

多言語社会に生きる』(成文堂 2020） 

（成文堂 2020） 

 代表的な 

 著書・論文 

小学生から大学生、さらには夜間中学で学ぶ高齢者まで、老若男女の英語学習

や海外につながる人たちの日本語学習の様子を参観してきました。英語・日本

語が必要となった人に対し、その年齢と学習目的に合わせ、学習履歴や習熟度

に適った学習方法をアドバイスできればと思います。 

 

一言アピール 

・外国にルーツを持つこどもたちとその家族が、地域日本人家族と交流する 

活動に対する支援 

・多文化多言語の環境下で、日本語、英語の学習を進めるための教材づくり 

に対する支援 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・外国語授業の理解を促進するドラマ、アートワークショップの開発 

・日本人児童生徒と外国人の子ども達との共学をめざした言語活動や教材・教

具の開発 

・地域住民、NPOメンバーが学校や地域行政と連携して実施するアフタースク

ール活動のネットワークづくり 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・学習場面（学校，仕事，日常生活）におけるコミュニケーション研究 

・質的外国語授業分析 

・海外にルーツを持つ子ども達のリテラシー獲得の過程 

・演劇などパフォーマンスを通した個人の成長と集団の変容 

 

・教員養成における授業実践のリフレクションの

ための授業分析方法や授業データの活用方法の

探究 

・学習活動におけるドラマやパフォーマンス、遊

びの応用研究 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

電話での会話、病院の診察室での問診、授業中の教

師と生徒のやりとりなど、私たちの日常生活の様々

な場面を観察すると、そこに参加している人たちが

その場面にふさわしいと考える振る舞い方や話し方

にのっとって行動していることがわかります。その

ような場の暗黙のルールや行動の特徴を微視的に分

析することに興味を持っています。特に外国語の授

業場面での教師－生徒、生徒－生徒間の相互行為分

析を通して、授業中の相互行為が外国語学習の成立

とどのように関連しているのかを研究しています。 

研究の概要 
 

授業研究、会話分析、コミュニケーション、学習、

パフォーマンス、社会文化的アプローチ 

キーワード 

研究テーマ 



７３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療学部健康スポーツ科学科  教授  簗瀬 歩  Yanase Ayumu 

e-mail ： ayanase@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３５４ 

愛知教育大学教育学部保健体育科卒、愛知教育大学大学院教育学研究科修了、

保健体育専攻、 

修士（教育学） 

愛知産業大学短期大学 講師、愛知産業大学 経営学部総合経営学科 准教授 

主な担当科目：スポーツ経営管理学、体育科教育法、スポーツ教育学 

主な所属学会：日本体育・スポーツ経営学会、日本教科教育学会 

 

 「根性を鍛えて練習量をこなせば、それなりの結果を出せる。」そんなスポ

ーツの時代は終わったのです。具体的な目標を立てて、いかに合理的に正し

い努力をするかが大切です。また、それを統制するためには、最新のマネジ

メントに関する知識やスキルが重要になります。よりよい解答を生み出すた

めに、大いに議論しましょう。 

 

一言アピール 

・健康に向けたスポーツプログラムを開発・提供するような企業と連携 

・競技力向上やアスリート養成に関心のある企業と共同研究や受託 

・従業員の体力データ収集、社内スポーツイベントの提供 

・顧客創造を主目的としたスポーツ施設の評価と改善への助言 

・地域スポーツクラブにおけるプロダクト開発や経営支援 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・競技スポーツチームのマネジメントに関する研究 

・体育学習・スポーツ学習のマネジメントに関する研究 

・地域スポーツクラブのマネジメントに関する研究 

・スポーツ・プロダクトのクオリティと顧客満足に関する研究 

 

・健康づくりプログラムの普及啓発 

・プロスポーツの観客獲得方策の検討 

・プレイヤーのやる気を引き出す指導者の行動 

・競技力向上へ向けた競技組織の運営方策 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 スポーツ活動は、一つの目標をかかげ、組織（チー

ムなど）で行われるものであるため、その成果を左

右する要因としてマネジメントが考えられます。 

また、需要の高まりに伴って、スポーツの場を提

供するサービスが盛んになっていますが、より多く

の人々を取り込むには、良いモノをつくり利用者を

満足させなければなりません。 

 このような課題に対して、先進的である企業経営

の諸理論を参考にして取り組んでゆくことが、私の

主な研究領域です。 

 

研究の概要 
 

マネジメント、スポーツ・プロダクト、マーケティ

ング、顧客満足、サービス・クオリティ 

キーワード 

研究テーマ 

・プロ・スポーツやトップ・アスリートチームが、競技パフォーマンスを合

理的に引き出すための組織経営 

・競技人口が減少しているスポーツ種目の人口回復方策 

・スポーツ情報メディアの販売戦略 

・時代にマッチした地域スポーツクラブの新商品開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「スポーツチームの知識創造」スキージャーナル社（共著） 

   「スポーツ集団のマネジメント」ぎょうせい（共著） 

論文：「体育学習における学習者の動機づけと教師の指導行動に関する基礎的

研究」日本教科教育学会誌 

 「総合型地域スポーツクラブの事業戦略に関する研究」愛産大経営論叢 

 

 代表的な 

 著書・論文 
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保健医療学部健康スポーツ科学科 教授 山本 英弘  Yamamoto Hidehiro 

e-mail：yamamoto@alice.asahi-u.ac.jp 

電話：058-329-1387 

中京大学大学院体育学研究科修了（体育学修士、1980.3） 

中京大学大学院体育学研究科 実験実習助手（1980.5-1981.3） 

岐阜歯科大学（朝日大学の前身）体育実技助手として赴任（1981.4-現在） 

主な担当科目：運動学、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ演習、ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ実験実習、 

専門演習、ｽﾎﾟｰﾂ実技（硬式ﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 

主な所属学会：日本体育・ｽﾎﾟｰﾂ・健康学会、日本体力医学会、 

日本ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ学会 

著書：「21 世紀のフィットネスデザイン －スポーツ科学に基づく健康･体力 

づくり－」（共著、2007 年、文化書房博文社） 

  ：「健康のためのスポーツ生理学」（共著、2013 年、光生館） 

論文：「筋電図からみたゴルフスウィングの基礎的研究」（共著、1993 年、朝日 

大学一般教育紀要第 19 号） 

 代表的な 

 著書・論文 

スポーツは好きであったが、ヒトより秀でたものはなくただ好きなだけであっ

た。また、持ち前の、適当に何でもこなす「器用貧乏さ」と「人まね上手」が

幸いし、スポーツがますます好きになった。「好きこそものの上手なれ」と言わ

れるように、仕事も、研究もまずは好きにならなくては。それに気づかせてく

れたのは多くの恩師だった。恩師に感謝。 

一言アピール 

1.健康や体力に関心のある企業との連携 

2.各種素材がヒトに及ぼす影響についての共同研究（データ収集、ヒトへの適 

用・応用に関した分析結果の提供、商品化への導入） 

3.総合型スポーツクラブにおける「産学官連携モデル」の構築（将来の日本の 

スポーツのあり方を開拓） 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

・各種スポーツにおける動作分析的研究 

（スポーツ・バイオメカニクス） 

・健康・体力・トレーニングに関する調査研究 

・競技力向上のための指導方法に関する研究 

 

1.スポーツ用品業界（用品開発） 

2.スポーツ科学研究施設（選手育成） 

3.スポーツ産業（知識・情報提供） 

4.医療関係（スポーツの見地からの情報提供） 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

未熟練者から熟練者までを網羅した、技術の向上

に寄与する研究をメインテーマとして行っている。 

具体的には、ヒトの動きを高速度ビデオカメラで

撮影し、その映像を基に動作分析的見地より、競技

力の向上や指導方法への活用のための基礎データを

収集し情報提供している。さらに、動作分析的手法

から得られたデータの裏付けとなる筋活動（筋電図）

の情報も付加し、生理学的見地からの分析をも行っ

ている。 

研究の概要 
 

動作解析、競技力向上、コーチング、トレーニング、

健康・体力科学 

キーワード 

研究テーマ 

1.技術向上のためのサポートシステムの開発（高価な動作分析機材を使わなく

てもできる画像解析システム） 

2.高齢化社会へ向けての健康維持・増進に関する研究 

3.スポーツを通しての大学と地域の連携 

4.スポーツ用品の開発 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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保健医療学部 健康スポーツ科学科  教授  尹 熙喆 Heechul Yun 

e-mail ： yun@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： 058-329-1365 

【学歴】中央大学校師範大学体育教育学科卒業、釜山大学校一般大学院体育科

学研究科修士修了、筑波大学人間総合科学研究科体育科学専攻博士後期課程単

位取得後退学【学位】博士(学術)【教育歴・職歴】釜山大学校スポーツ科学部助

教・筑波大学人間総合科学研究科体育系研究員・工学院大学非常勤講師・東京藝

術大学美術学部教育研究助手【主な担当科目】体育・スポーツ哲学【主な所属学

会】日本体育・スポーツ・健康学会、体育・スポーツ哲学学会、韓国体育学会 

【論文】尹熙喆（2014）スポーツ文化における倫理的基盤に関する哲学的考察－カ

ントの道徳哲学を方法として－（平成 26 年優秀論文賞）身体運動文化学会誌，

19(1)，35-61． 

【著書】尹熙喆（2019）カント道徳哲学とスポーツ倫理（ISBN 978-4-60000102-5） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

グローバルコミュニケーションツールとも言えるスポーツ、その特徴性を生か

せるより良い人材育成を目指したい。 
一言アピール 

体育・スポーツに関わる学問分野において、体育・スポーツ哲学は基礎学問・

理論研究であり、企業との繋がりが弱いと思われるが、ゼミの指導教員として、

教育現場に近づけられる中・高校との交流や地元企業との連携で実践経験が体

験出来ることを期待する。 

企業への期待 

健
康
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

 

・体育・スポーツ哲学に関する研究 

・文化様式・文化相対に関する研究 

・カント道徳哲学 

 

 

・スポーツ文化論 

・各国の倫理観（道徳価値観）とスポーツ文化 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

スポーツ界の様々な問題について哲学思想を研究

方法として採択し、批判を行う。研究の対象となる

体育およびスポーツの想念・観念・概念を明らかに

し、一つのグローバル的な文化様式としてスポーツ

を定義する。文化様式としてスポーツを定義するこ

とによって、スポーツ文化の独自的な倫理規範を定

義することが出来る。 

研究の概要 
 

・体育、スポーツ、文化論 

・カント批判哲学 

キーワード 

研究テーマ 

これまでの研究の成果としては、スポーツ文化における様々な倫理（モラル）

的な問題を規則やルールで判断することを批判し、スポーツ倫理規範を提示し

た。これらの研究に続き、スポーツを「文化相対論」の視点からの研究に取り

組んで行きたい。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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